
MFSバランス健康食 八宝菜

・八宝菜　=豚モモ(アメリカ)､白菜(中国)､中華調味料(米発酵調味料（国内製造）)､有機たけのこ（中国産）(中国)､人参(日本)､乾しいたけ(中国)､ごま油(ナイジェリア、タンザニア、ブ

ルキナファソ等、アメリカ、ブラジル等)､裏白木耳(中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､塩コショウ(日本、他)・餃子の甘酢がけ=ぎょうざ(日本)､

ピーマン(中国)､玉葱(日本)､甘酢あんかけのたれ(果糖ぶどう糖液糖（国内製造）)､酢(日本、アメリカ、ブラジル、中国)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・ソテー=ブロッ

コリー(中国)､まぐろ油漬(中西部太平洋、日本)､食用調合油(-)､にんにく(にんにく：中国)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・フルーツ=黄桃(もも（中国）)

MFSバランス健康食
チキンラタトゥイ

ユ

・チキンラタトゥイユ=鶏モモ(ブラジル)､トマトソース(トマト（中国産）)､玉葱(日本)､野菜ミックス(スペイン)､醸造調味料(日本)､塩(メキシコ)・じゃが芋のアリオリソース=じゃがい

も(日本)､たれ(食用植物油脂（国内製造、スペイン製造）)､パセリ(イスラエル)・ソテー=きのこミックス(中国)､ベーコン(デンマーク、オランダ)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、ア

メリカ)・ブロッコリー=ブロッコリー(中国)､塩(メキシコ)

MFSバランス健康食
チキンのハーブ焼

き

・チキンのハーブ焼き=鶏モモ(ブラジル)､こまつ菜(中国)､醸造調味料(日本)､ハーブ(メキシコ等)､食用調合油(-)､塩(メキシコ)・トマト煮=揚げなす(中国)､パプリカ(スペイン)､トマト

ソース(トマト（中国産）)・ソテー=蓮根(中国)､ハム(カナダ・オランダ・スペイン)､オリーブ油(ー)､にんにく(にんにく：中国)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリ

カ)､パセリ(イスラエル)・白花豆=白花豆(中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)

MFSバランス健康食 鱈のフリッター

・鱈のフリッター=タラ(アメリカ・ロシア)､じゃがいも(日本)､フリッター粉(日本)､マスタード(日本(加工国）)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・煮物=ほう

れん草(中国)､ホワイトソース(アメリカ、ニュージーランド他)､鶏胸(ブラジル)､塩(メキシコ)・マリネ=きのこミックス(中国)､ドレッシングタイプ(醸造酢（国内製造）)､オリーブ油

(ー)・フルーツ=りんご（中国産）(中国)

MFSバランス健康食 鯖のつけ焼き

・鯖のつけ焼き=さば(国内・長崎)､菜の花(中国)､醸造調味料(日本)､つゆ(食塩（国内製造）)､食用調合油(-)・煮物=さといも(中国)､鶏モモ(ブラジル)､人参(日本)､たれ(日本)､生姜(しょう

が：中国)・お浸し=大根(日本)､葉だいこん(葉だいこん:中国（限定）)､レモン(レモン（アルゼンチン、イスラエル）)､かつお(インドネシア、日本)､塩(メキシコ)・温野菜=いんげん(中

国)､塩(メキシコ)

MFSバランス健康食
豚肉のスタミナ炒

め

・豚肉のスタミナ炒め=豚モモ(アメリカ)､玉葱(日本)､にんにく醤油(醤油（国内製造）)､ニラ(中国)､人参(日本)､食用調合油(-)､塩(メキシコ)・煮物=冷凍絹厚揚げ(－)､ネギ(日本)・和え物

=いんげん(中国)､みそ加工品(米みそ（国内製造）)､つゆ(食塩（国内製造）)・りんご=りんご（中国産）(中国)

MFSバランス健康食
牛肉のガーリック

炒め

・牛肉のガーリック炒め=牛モモ(オーストラリア)､ピーマン(中国)､むき枝豆(中国)､ガーリックペッパーソース(植物油脂（国内製造）)､塩(メキシコ)､その他・煮物=冷凍絹厚揚げ(－)､ほ

うれん草(中国)､牛蒡(中国)､その他・和え物=さといも(中国)､みそ加工品(米みそ（国内製造）)､七味唐辛子(中国、日本、他)､その他・酢の物=人参(日本)､大根(日本)､酢(日本、アメリ

カ、ブラジル、中国)､上白糖(オーストラリア、日本、タイ、南アフリカ、フィリピン、ブラジル、グアテマラ等)､ゆず(日本)､塩(メキシコ)､その他



MFSバランス健康食
鱈の唐揚げ　トマ

トソース

・鱈の唐揚げ　トマトソース=タラ(アメリカ・ロシア)､玉葱(日本)､ブロッコリー(中国)､トマトピューレ(トマト：イタリア)､トマトソース(トマト（中国産）)､小麦粉（国内製造）(アメ

リカ、日本)､コンソメ(食塩（国内製造）)､オリーブ油(ー)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリ

カ)・コンソメ煮=鶏モモ(ブラジル)､人参(日本)､じゃがいも(日本)､コンソメ(食塩（国内製造）)､塩(メキシコ)､パセリ(イスラエル)・ソテー=ほうれん草(中国)､ベーコン(デンマーク、オ

ランダ)､バター(日本)､塩(メキシコ)・りんご=りんご（中国産）(中国)

MFSバランス健康食 サーモンフライ

・サーモンフライ=サーモンフライ(日本、アメリカ他)､キャベツタ(日本)､玉葱(日本)､ウスターソース(てん菜())(トマト：イスラエル等)､塩(メキシコ)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南

米、地中海沿岸、東アジアなど)・煮物=さといも(中国)､鶏胸(ブラジル)､生姜(しょうが：中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)・お浸し=こまつ菜(中

国)､白素干(韓国)､つゆ(食塩（国内製造）)､粉わさび(西洋わさび：中国)・煮物=海老(タイ)､有馬山椒(韓国)

MFSバランス健康食
カレー風味の洋風

肉じゃが

・カレー風味の洋風肉じゃが=豚モモ(カナダ)､じゃがいも(日本)､人参(日本)､玉葱(日本)､オイスターソース(砂糖（韓国製造、タイ製造、国内製造）)､食用調合油(-)､醸造調味料(日本)､コ

ンソメ(食塩（国内製造）)､カレーパウダー(インド・ベトナム)､塩(メキシコ)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)・ソテー=ブロッコリー(中国)､きのこ

ミックス(中国)､鶏ささみ(国産)､オリーブ油(ー)､にんにく(にんにく：中国)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・お浸し=大根(日本)､葉だいこん(葉だいこん:中国（限定）)､

レモン(レモン（アルゼンチン、イスラエル）)､かつお(インドネシア、日本)､塩(メキシコ)・コンポート=りんご（中国産）(中国)､上白糖(オーストラリア、日本、タイ、南アフリカ、

フィリピン、ブラジル、グアテマラ等)

MFSバランス健康食 豚肉の生姜焼き

・豚肉の生姜焼き=豚モモ(カナダ)､キャベツタ(日本)､玉葱(日本)､焼肉のたれ(醤油（国内製造）)､食用調合油(-)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)・煮物

=大根(日本)､人参(日本)､揚げなす(中国)､グリンピース(アメリカ合衆国)・お浸し=こまつ菜(中国)､竹輪(日本、米国、タイ、他)､つゆ(食塩（国内製造）)､いりごま(中南米、アフリカ、ア

メリカ、中国)・金時豆=金時豆(日本)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)

MFSバランス健康食
あじのさっぱり梅

おろし煮

・あじのさっぱり梅おろし煮=アジ切身(骨取り)(ニュージーランド、他)､大根(日本)､オクラ(ベトナム)､梅肉加工品(梅ペースト(国内製造))､食用調合油(-)､醸造調味料(日本)､生姜(しょう

が：中国)､まぜごはんのもと(赤しそ(中国、日本))､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､その他・煮物=れんこん(中国)､人参(日本)､鶏モモ(ブラジル)､ごま

油(ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ等、アメリカ、ブラジル等)､その他・サラダ=マカロニ(カナダ、アメリカ、他)､野菜ミックス(アメリカ)､マヨネーズ(国内製造（食用植物

油脂）)､塩(メキシコ)､その他・浅漬け=白菜(日本)､ゆず(日本)､塩(メキシコ)､七味唐辛子(中国、日本、他)､その他

MFSバランス健康食 ぶりの塩焼き
・ぶりの塩焼き=ブリ切身(骨取り)(韓国、他)､大根(日本)､いんげん(中国)､ぽん酢(日本（加工国）)､塩(メキシコ)・煮物=人参(日本)､鶏モモ(ブラジル)・ほうれん草のごま和え=ほうれん

草(中国)､みそ加工品(米みそ（国内製造）)・れんこんの梅和え=蓮根(中国)､赤しそジュレ(赤しそ抽出液(中国製造))

MFSバランス健康食 牛肉の黒酢炒め

・牛肉の黒酢炒め=牛モモ(オーストラリア)､れんこん(中国)､玉葱(日本)､米黒酢(日本)､はちみつ（中国）(中国)､上白糖(オーストラリア、日本、タイ、南アフリカ、フィリピン、ブラジ

ル、グアテマラ等)､醸造調味料(日本)､食用調合油(-)､中華だし(日本(生産国)、ブラジル等(生産国))､塩(メキシコ)､唐辛子(中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東ア

ジアなど)・中華炒め=白菜(中国)､あさり(中国)､人参(日本)､中華たれ(醤油（国内製造）)・和え物=もやし(日本)､ほうれん草(中国)､ごま油(ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ

等、アメリカ、ブラジル等)､いりごま(中南米、アフリカ、アメリカ、中国)､中華だし(日本(生産国)、ブラジル等(生産国))､塩(メキシコ)・ソテー=まめ(日本)､ガーリックペッパーソース

(植物油脂（国内製造）)､塩(メキシコ)



MFSカロリー制限食A 八宝菜

・八宝菜　=白菜(中国)､豚モモ(アメリカ)､中華調味料(米発酵調味料（国内製造）)､人参(日本)､有機たけのこ（中国産）(中国)､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)､乾しいたけ(中

国)､ごま油(ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ等、アメリカ、ブラジル等)､裏白木耳(中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､塩コショウ(日

本、他)・餃子の甘酢がけ=ぎょうざ(日本)､ピーマン(中国)､玉葱(日本)､甘酢あんかけのたれ(果糖ぶどう糖液糖（国内製造）)､酢(日本、アメリカ、ブラジル、中国)､胡椒(マレーシア又は

インドネシア、アメリカ)・ソテー=ブロッコリー(中国)､まぐろ油漬(中西部太平洋、日本)､食用調合油(-)､にんにく(にんにく：中国)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・フ

ルーツ=黄桃(もも（中国）)

MFSカロリー制限食A
チキンラタトゥイ

ユ

・チキンラタトゥイユ=鶏モモ(ブラジル)､野菜ミックス(スペイン)､トマトソース(トマト（中国産）)､玉葱(日本)､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)､醸造調味料(日本)､塩(メキシ

コ)・じゃが芋のアリオリソース=じゃがいも(日本)､たれ(食用植物油脂（国内製造、スペイン製造）)､パセリ(イスラエル)・ソテー=きのこミックス(中国)､胡椒(マレーシア又はインドネ

シア、アメリカ)・ブロッコリー=ブロッコリー(中国)､塩(メキシコ)

MFSカロリー制限食A
チキンのハーブ焼

き

・チキンのハーブ焼き=鶏モモ(ブラジル)､こまつ菜(中国)､醸造調味料(日本)､ハーブ(メキシコ等)､塩(メキシコ)・トマト煮=揚げなす(中国)､パプリカ(スペイン)､トマトソース(トマト（中

国産）)､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)・ソテー=蓮根(中国)､ハム(カナダ・オランダ・スペイン)､オリーブ油(ー)､にんにく(にんにく：中国)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア

又はインドネシア、アメリカ)､パセリ(イスラエル)・温野菜=カリフラワー(中国)､塩(メキシコ)

MFSカロリー制限食A 鱈のフリッター

・鱈のフリッター=タラ(アメリカ・ロシア)､じゃがいも(日本)､フリッター粉(日本)､マスタード(日本(加工国）)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・ソテー=ほ

うれん草(中国)､人参(日本)､ソース(国内製造（食用植物油脂）)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・マリネ=きのこミックス(中国)､ドレッシングタイプ(醸造酢

（国内製造）)､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)､オリーブ油(ー)・温野菜=ブロッコリー(中国)､塩(メキシコ)

MFSカロリー制限食A 鯖のつけ焼き

・鯖のつけ焼き=さば(国内・長崎)､菜の花(中国)､醸造調味料(日本)､つゆ(食塩（国内製造）)､食用調合油(-)・煮物=鶏モモ(ブラジル)､さといも(中国)､人参(日本)､たれ(日本)､食物繊維

（還元難消化性デキストリン）(-)､生姜(しょうが：中国)・お浸し=大根(日本)､葉だいこん(葉だいこん:中国（限定）)､レモン(レモン（アルゼンチン、イスラエル）)､かつお(インドネシ

ア、日本)､塩(メキシコ)・和え物=いんげん(中国)､塩(メキシコ)

MFSカロリー制限食A
豚肉のスタミナ炒

め

・豚肉のスタミナ炒め=豚モモ(アメリカ)､玉葱(日本)､ニラ(中国)､にんにく醤油(醤油（国内製造）)､人参(日本)､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)､食用調合油(-)､塩(メキシコ)・

煮物=冷凍絹厚揚げ(－)､ネギ(日本)・和え物=いんげん(中国)､みそ加工品(米みそ（国内製造）)､つゆ(食塩（国内製造）)・ごま昆布=佃煮(醤油：国内製造、昆布：中国)､麦芽糖調製品(ア

メリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)

MFSカロリー制限食A
牛肉のガーリック

炒め

・牛肉のガーリック炒め=牛モモ(ニュージーランド)､ピーマン(中国)､しいたけ笠スライス(中国)､ガーリックペッパーソース(植物油脂（国内製造）)､食物繊維（還元難消化性デキストリ

ン）(-)､塩(メキシコ)､その他・煮物=れんこん(中国)､牛蒡(中国)､ほうれん草(中国)､その他・和え物=さといも(中国)､みそ加工品(米みそ（国内製造）)､七味唐辛子(中国、日本、他)､その

他・酢の物=人参(日本)､大根(日本)､酢(日本、アメリカ、ブラジル、中国)､上白糖(オーストラリア、日本、タイ、南アフリカ、フィリピン、ブラジル、グアテマラ等)､ゆず(日本)､塩(メ

キシコ)､その他



MFSカロリー制限食A
鱈の唐揚げ　トマ

トソース

・鱈の唐揚げ　トマトソース=タラ(アメリカ・ロシア)､ブロッコリー(中国)､玉葱(日本)､トマトソース(トマト（中国産）)､トマトピューレ(トマト：イタリア)､小麦粉（国内製造）(アメ

リカ、日本)､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)､コンソメ(食塩（国内製造）)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア

又はインドネシア、アメリカ)・コンソメ煮=人参(日本)､じゃがいも(日本)､いんげん(中国)､コンソメ(食塩（国内製造）)､塩(メキシコ)・ソテー=ほうれん草(中国)､バター(日本)､塩(メキ

シコ)・りんご=りんご（中国産）(中国)

MFSカロリー制限食A サーモンフライ

・サーモンフライ=サケ切身(骨取り)(日本、韓国、アメリカ、ロシア、他)､キャベツタ(日本)､玉葱(日本)､ウスターソース(てん菜())(トマト：イスラエル等)､食物繊維（還元難消化性デキ

ストリン）(-)､フレークスＢ６(カナダ・米国・オーストラリア)､フライ調理用粉(ー)､塩(メキシコ)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､胡椒(マレーシア又

はインドネシア、アメリカ)・煮物=さといも(中国)､鶏胸(ブラジル)､生姜(しょうが：中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)・お浸し=こまつ菜(中国)､

つゆ(食塩（国内製造）)､粉わさび(西洋わさび：中国)・和え物=れんこん(中国)､赤しそジュレ(赤しそ抽出液(中国製造))､いりごま(中南米、アフリカ、アメリカ、中国)

MFSカロリー制限食A
カレー風味の洋風

肉じゃが

・カレー風味の洋風肉じゃが=豚モモ(カナダ)､玉葱(日本)､人参(日本)､じゃがいも(日本)､オイスターソース(砂糖（韓国製造、タイ製造、国内製造）)､醸造調味料(日本)､食物繊維（還元難

消化性デキストリン）(-)､コンソメ(食塩（国内製造）)､カレーパウダー(インド・ベトナム)､塩(メキシコ)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)・ソテー=ブ

ロッコリー(中国)､きのこミックス(中国)､オリーブ油(ー)､にんにく(にんにく：中国)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・お浸し=大根(日本)､葉だいこん(葉だいこん:中国

（限定）)､レモン(レモン（アルゼンチン、イスラエル）)､かつお(インドネシア、日本)､塩(メキシコ)・フルーツ=りんご（中国産）(中国)

MFSカロリー制限食A 豚肉の生姜焼き

・豚肉の生姜焼き=豚モモ(アメリカ)､キャベツタ(日本)､玉葱(日本)､焼肉のたれ(醤油（国内製造）)､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)､食用調合油(-)､麦芽糖調製品(アメリカ、

日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)・煮物=大根(日本)､人参(日本)､揚げなす(中国)､グリンピース(アメリカ合衆国)・お浸し=こまつ菜(中国)､竹輪(日本、米国、タイ、他)､つゆ(食塩

（国内製造）)､いりごま(中南米、アフリカ、アメリカ、中国)・柴漬け=しば漬(きゅうり（中国）、なす（国産）)

MFSカロリー制限食A
あじのさっぱり梅

おろし煮

・あじのさっぱり梅おろし煮=アジ切身(骨取り)(ニュージーランド、他)､大根(日本)､オクラ(ベトナム)､梅肉加工品(梅ペースト(国内製造))､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)､醸

造調味料(日本)､生姜(しょうが：中国)､まぜごはんのもと(赤しそ(中国、日本))､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､食用調合油(-)､その他・煮物=れんこん

(中国)､人参(日本)､しいたけ(中国)､ごま油(ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ等、アメリカ、ブラジル等)､その他・和え物=ブロッコリー(中国)､マヨネーズ(国内製造（食用植

物油脂）)､かつお(インドネシア、日本)､その他・浅漬け=白菜(日本)､ゆず(日本)､塩(メキシコ)､七味唐辛子(中国、日本、他)､その他

MFSカロリー制限食A ぶりの塩焼き
・ぶりの塩焼き=ブリ切身(骨取り)(韓国、他)､大根(日本)､いんげん(中国)､ぽん酢(日本（加工国）)､塩(メキシコ)・煮物=人参(日本)､鶏モモ(ブラジル)､食物繊維（還元難消化性デキスト

リン）(-)・ほうれん草のごま和え=ほうれん草(中国)､みそ加工品(米みそ（国内製造）)・れんこんの梅和え=蓮根(中国)､赤しそジュレ(赤しそ抽出液(中国製造))

MFSカロリー制限食A 牛肉の黒酢炒め

・牛肉の黒酢炒め=牛モモ(オーストラリア)､玉葱(日本)､れんこん(中国)､米黒酢(日本)､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)､醸造調味料(日本)､はちみつ（中国）(中国)､上白糖

(オーストラリア、日本、タイ、南アフリカ、フィリピン、ブラジル、グアテマラ等)､食用調合油(-)､中華だし(日本(生産国)、ブラジル等(生産国))､唐辛子(中国)､麦芽糖調製品(アメリ

カ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､塩(メキシコ)・中華炒め=白菜(中国)､あさり(中国)､人参(日本)､中華たれ(醤油（国内製造）)・和え物=もやし(日本)､ほうれん草(中国)､ごま

油(ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ等、アメリカ、ブラジル等)､いりごま(中南米、アフリカ、アメリカ、中国)､中華だし(日本(生産国)、ブラジル等(生産国))､塩(メキシコ)・

ソテー=まめ(日本)､ガーリックペッパーソース(植物油脂（国内製造）)､塩(メキシコ)



MFSカロリー制限食B 八宝菜

・八宝菜=豚モモ(アメリカ)､白菜(中国)､中華調味料(米発酵調味料（国内製造）)､人参(日本)､有機たけのこ（中国産）(中国)､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)､乾しいたけ(中

国)､ごま油(ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ等、アメリカ、ブラジル等)､粉飴(フランス)､裏白木耳(中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､

塩コショウ(日本、他)・餃子の甘酢がけ=ぎょうざ(日本)､ピーマン(中国)､玉葱(日本)､甘酢あんかけのたれ(果糖ぶどう糖液糖（国内製造）)､酢(日本、アメリカ、ブラジル、中国)､胡椒(マ

レーシア又はインドネシア、アメリカ)・ソテー=ブロッコリー(中国)､まぐろ油漬(中西部太平洋、日本)､食用調合油(-)､にんにく(にんにく：中国)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、ア

メリカ)・フルーツ=黄桃(もも（中国）)

MFSカロリー制限食B
チキンラタトゥイ

ユ

・チキンラタトゥイユ=鶏モモ(ブラジル)､野菜ミックス(スペイン)､トマトソース(トマト（中国産）)､玉葱(日本)､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)､醸造調味料(日本)､塩(メキシ

コ)・じゃが芋のアリオリソース=じゃがいも(日本)､たれ(食用植物油脂（国内製造、スペイン製造）)､パセリ(イスラエル)・ソテー=きのこミックス(中国)､胡椒(マレーシア又はインドネ

シア、アメリカ)・ブロッコリー=ブロッコリー(中国)､塩(メキシコ)

MFSカロリー制限食B
チキンのハーブ焼

き

・チキンのハーブ焼き=鶏モモ(ブラジル)､こまつ菜(中国)､醸造調味料(日本)､ハーブ(メキシコ等)､塩(メキシコ)・トマト煮=揚げなす(中国)､パプリカ(スペイン)､トマトソース(トマト（中

国産）)､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)・ソテー=蓮根(中国)､ハム(カナダ・オランダ・スペイン)､オリーブ油(ー)､にんにく(にんにく：中国)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア

又はインドネシア、アメリカ)､パセリ(イスラエル)・白花豆=白花豆(中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)

MFSカロリー制限食B 鱈のフリッター

・鱈のフリッター=タラ(アメリカ・ロシア)､じゃがいも(日本)､フリッター粉(日本)､マスタード(日本(加工国）)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・煮物=ほう

れん草(中国)､ホワイトソース(アメリカ、ニュージーランド他)､鶏胸(ブラジル)､塩(メキシコ)・マリネ=きのこミックス(中国)､ドレッシングタイプ(醸造酢（国内製造）)､食物繊維（還元

難消化性デキストリン）(-)､オリーブ油(ー)・温野菜=ブロッコリー(中国)､塩(メキシコ)

MFSカロリー制限食B 鯖のつけ焼き

・鯖のつけ焼き=さば(国内・長崎)､菜の花(中国)､醸造調味料(日本)､食用調合油(-)､粉飴(フランス)､つゆ(食塩（国内製造）)・煮物=鶏モモ(ブラジル)､さといも(中国)､人参(日本)､たれ(日

本)､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)､生姜(しょうが：中国)・お浸し=大根(日本)､葉だいこん(葉だいこん:中国（限定）)､レモン(レモン（アルゼンチン、イスラエル）)､かつお

(インドネシア、日本)､塩(メキシコ)・温野菜=いんげん(中国)､塩(メキシコ)

MFSカロリー制限食B
豚肉のスタミナ炒

め

・豚肉のスタミナ炒め=豚モモ(アメリカ)､玉葱(日本)､にんにく醤油(醤油（国内製造）)､人参(日本)､ニラ(中国)､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)､食用調合油(-)､塩(メキシコ)・

煮物=冷凍絹厚揚げ(－)､ネギ(日本)・和え物=いんげん(中国)､みそ加工品(米みそ（国内製造）)､つゆ(食塩（国内製造）)・りんご=りんご（中国産）(中国)

MFSカロリー制限食B
牛肉のガーリック

炒め

・牛肉のガーリック炒め=牛モモ(ニュージーランド)､ピーマン(中国)､むき枝豆(中国)､ガーリックペッパーソース(植物油脂（国内製造）)､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)､塩

(メキシコ)､その他・煮物=れんこん(中国)､牛蒡(中国)､ほうれん草(中国)､その他・和え物=さといも(中国)､みそ加工品(米みそ（国内製造）)､七味唐辛子(中国、日本、他)､その他・酢の物

=人参(日本)､大根(日本)､酢(日本、アメリカ、ブラジル、中国)､上白糖(オーストラリア、日本、タイ、南アフリカ、フィリピン、ブラジル、グアテマラ等)､ゆず(日本)､塩(メキシコ)､その

他



MFSカロリー制限食B
鱈の唐揚げ　トマ

トソース

・鱈の唐揚げ　トマトソース=タラ(アメリカ・ロシア)､ブロッコリー(中国)､玉葱(日本)､トマトピューレ(トマト：イタリア)､トマトソース(トマト（中国産）)､食物繊維（還元難消化性デ

キストリン）(-)､小麦粉（国内製造）(アメリカ、日本)､コンソメ(食塩（国内製造）)､オリーブ油(ー)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､塩(メキシコ)､胡

椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・コンソメ煮=鶏モモ(ブラジル)､人参(日本)､じゃがいも(日本)､コンソメ(食塩（国内製造）)､塩(メキシコ)､パセリ(イスラエル)・ソテー=ほう

れん草(中国)､バター(日本)､塩(メキシコ)・りんご=りんご（中国産）(中国)

MFSカロリー制限食B サーモンフライ

・サーモンフライ=サケ切身(骨取り)(日本、韓国、アメリカ、ロシア、他)､キャベツタ(日本)､玉葱(日本)､ウスターソース(てん菜())(トマト：イスラエル等)､食物繊維（還元難消化性デキ

ストリン）(-)､フレークスＢ６(カナダ・米国・オーストラリア)､フライ調理用粉(ー)､塩(メキシコ)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､胡椒(マレーシア又

はインドネシア、アメリカ)・煮物=さといも(中国)､鶏胸(ブラジル)､生姜(しょうが：中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)・お浸し=こまつ菜(中国)､

白素干(韓国)､つゆ(食塩（国内製造）)､粉わさび(西洋わさび：中国)・煮物=大豆(日本（北海道）)､佃煮(醤油：国内製造、昆布：中国)

MFSカロリー制限食B
カレー風味の洋風

肉じゃが

・カレー風味の洋風肉じゃが=豚モモ(カナダ)､人参(日本)､玉葱(日本)､じゃがいも(日本)､オイスターソース(砂糖（韓国製造、タイ製造、国内製造）)､食物繊維（還元難消化性デキストリ

ン）(-)､醸造調味料(日本)､コンソメ(食塩（国内製造）)､カレーパウダー(インド・ベトナム)､食用調合油(-)､塩(メキシコ)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアな

ど)・ソテー=ブロッコリー(中国)､きのこミックス(中国)､鶏ささみ(国産)､オリーブ油(ー)､にんにく(にんにく：中国)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・お浸し=大根(日本)､

葉だいこん(葉だいこん:中国（限定）)､レモン(レモン（アルゼンチン、イスラエル）)､かつお(インドネシア、日本)､塩(メキシコ)・コンポート=りんご（中国産）(中国)､上白糖(オースト

ラリア、日本、タイ、南アフリカ、フィリピン、ブラジル、グアテマラ等)

MFSカロリー制限食B 豚肉の生姜焼き

・豚肉の生姜焼き=豚モモ(カナダ)､キャベツタ(日本)､玉葱(日本)､焼肉のたれ(醤油（国内製造）)､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中

海沿岸、東アジアなど)・煮物=大根(日本)､人参(日本)､揚げなす(中国)､グリンピース(アメリカ合衆国)・お浸し=こまつ菜(中国)､竹輪(日本、米国、タイ、他)､つゆ(食塩（国内製造）)､い

りごま(中南米、アフリカ、アメリカ、中国)・金時豆=金時豆(日本)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)

MFSカロリー制限食B
あじのさっぱり梅

おろし煮

・あじのさっぱり梅おろし煮=アジ切身(骨取り)(ニュージーランド、他)､大根(日本)､オクラ(ベトナム)､梅肉加工品(梅ペースト(国内製造))､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)､醸

造調味料(日本)､生姜(しょうが：中国)､まぜごはんのもと(赤しそ(中国、日本))､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､その他・煮物=れんこん(中国)､人参(日

本)､鶏モモ(ブラジル)､ごま油(ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ等、アメリカ、ブラジル等)､その他・和え物=ブロッコリー(中国)､マヨネーズ(国内製造（食用植物油脂）)､か

つお(インドネシア、日本)､その他・浅漬け=白菜(日本)､ゆず(日本)､塩(メキシコ)､七味唐辛子(中国、日本、他)､その他

MFSカロリー制限食B ぶりの塩焼き

・ぶりの塩焼き　=ブリ切身(骨取り)(韓国、他)､大根(日本)､いんげん(中国)､ぽん酢(日本（加工国）)､塩(メキシコ)・煮物=鶏モモ(ブラジル)､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)､

こうや豆腐(アメリカ、日本、日本)､粉飴(フランス)・ほうれん草のごま和え=ほうれん草(中国)､みそ加工品(米みそ（国内製造）)・れんこんの梅和え=蓮根(中国)､赤しそジュレ(赤しそ抽

出液(中国製造))

MFSカロリー制限食B 牛肉の黒酢炒め

・牛肉の黒酢炒め=牛モモ(オーストラリア)､玉葱(日本)､れんこん(中国)､米黒酢(日本)､上白糖(オーストラリア、日本、タイ、南アフリカ、フィリピン、ブラジル、グアテマラ等)､はちみ

つ（中国）(中国)､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)､醸造調味料(日本)､食用調合油(-)､中華だし(日本(生産国)、ブラジル等(生産国))､唐辛子(中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日

本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､塩(メキシコ)・中華炒め=白菜(中国)､あさり(中国)､人参(日本)､中華たれ(醤油（国内製造）)・和え物=もやし(日本)､ほうれん草(中国)､ごま油(ナ

イジェリア、タンザニア、ブルキナファソ等、アメリカ、ブラジル等)､いりごま(中南米、アフリカ、アメリカ、中国)､中華だし(日本(生産国)、ブラジル等(生産国))､塩(メキシコ)・ソ

テー=まめ(日本)､ガーリックペッパーソース(植物油脂（国内製造）)､塩(メキシコ)



MFSタンパク制限食A 八宝菜

・八宝菜=豚モモ(カナダ)､白菜(中国)､中華調味料(米発酵調味料（国内製造）)､人参(日本)､有機たけのこ（中国産）(中国)､食用調合油(-)､乾しいたけ(中国)､ごま油(ナイジェリア、タン

ザニア、ブルキナファソ等、アメリカ、ブラジル等)､裏白木耳(中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､塩コショウ(日本、他)・餃子の甘酢がけ=ぎょう

ざ(日本)､ピーマン(中国)､玉葱(日本)､甘酢あんかけのたれ(果糖ぶどう糖液糖（国内製造）)､酢(日本、アメリカ、ブラジル、中国)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・ソテー

=ブロッコリー(中国)､まぐろ油漬(中西部太平洋、日本)､食用調合油(-)､にんにく(にんにく：中国)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・フルーツ=黄桃(もも（中国）)

MFSタンパク制限食A
チキンラタトゥイ

ユ

・チキンラタトゥイユ=鶏モモ(ブラジル)､野菜ミックス(スペイン)､トマトソース(トマト（中国産）)､玉葱(日本)､粉飴(フランス)､オリーブ油(ー)､醸造調味料(日本)､塩(メキシコ)・じゃが

芋のアリオリソース=じゃがいも(日本)､たれ(食用植物油脂（国内製造、スペイン製造）)､パセリ(イスラエル)・ソテー=きのこミックス(中国)､ベーコン(デンマーク、オランダ)､胡椒(マ

レーシア又はインドネシア、アメリカ)・ブロッコリー=ブロッコリー(中国)､塩(メキシコ)

MFSタンパク制限食A
チキンのハーブ焼

き

・チキンのハーブ焼き=鶏モモ(ブラジル)､こまつ菜(中国)､食用調合油(-)､醸造調味料(日本)､ハーブ(メキシコ等)､塩(メキシコ)・トマト煮=揚げなす(中国)､パプリカ(スペイン)､トマト

ソース(トマト（中国産）)・ソテー=蓮根(中国)､ハム(カナダ・オランダ・スペイン)､オリーブ油(ー)､にんにく(にんにく：中国)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリ

カ)､パセリ(イスラエル)・白花豆=白花豆(中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)

MFSタンパク制限食A 鱈のフリッター

・鱈のフリッター=タラ(アメリカ・ロシア)､じゃがいも(日本)､フリッター粉(日本)､マスタード(日本(加工国）)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・煮物=ほう

れん草(中国)､ホワイトソース(アメリカ、ニュージーランド他)､鶏胸(ブラジル)､塩(メキシコ)・マリネ=揚げなす(中国)､ドレッシングタイプ(醸造酢（国内製造）)､オリーブ油(ー)・フ

ルーツ=りんご（中国産）(中国)､粉飴(フランス)

MFSタンパク制限食A 鯖のつけ焼き

・鯖のつけ焼き=さば(国内・長崎)､菜の花(中国)､醸造調味料(日本)､食用調合油(-)､つゆ(食塩（国内製造）)・煮物=揚げなす(中国)､牛蒡(中国)､たれ(日本)､粉飴(フランス)､生姜(しょう

が：中国)・お浸し=大根(日本)､葉だいこん(葉だいこん:中国（限定）)､レモン(レモン（アルゼンチン、イスラエル）)､かつお(インドネシア、日本)､塩(メキシコ)・卵焼き=卵焼き(国産

（鶏卵）)

MFSタンパク制限食A
豚肉のスタミナ炒

め

・豚肉のスタミナ炒め=豚モモ(アメリカ)､玉葱(日本)､ニラ(中国)､にんにく醤油(醤油（国内製造）)､人参(日本)､粉飴(フランス)､食用調合油(-)､食用油脂(－)､塩(メキシコ)・煮物=冷凍絹

厚揚げ(－)､ネギ(日本)・和え物=いんげん(中国)､みそ加工品(米みそ（国内製造）)､つゆ(食塩（国内製造）)・りんご=りんご（中国産）(中国)

MFSタンパク制限食A
牛肉のガーリック

炒め

・牛肉のガーリック炒め=牛モモ(オーストラリア)､ピーマン(中国)､しいたけ笠スライス(中国)､ガーリックペッパーソース(植物油脂（国内製造）)､食用調合油(-)､塩(メキシコ)､その他・

煮物=冷凍絹厚揚げ(－)､ほうれん草(中国)､牛蒡(中国)､その他・和え物=さといも(中国)､みそ加工品(米みそ（国内製造）)､粉飴(フランス)､七味唐辛子(中国、日本、他)､その他・酢の物=

人参(日本)､大根(日本)､酢(日本、アメリカ、ブラジル、中国)､上白糖(オーストラリア、日本、タイ、南アフリカ、フィリピン、ブラジル、グアテマラ等)､ゆず(日本)､塩(メキシコ)､その

他



MFSタンパク制限食A
鱈の唐揚げ　トマ

トソース

・鱈の唐揚げ　トマトソース=タラ(アメリカ・ロシア)､ブロッコリー(中国)､玉葱(日本)､トマトソース(トマト（中国産）)､トマトピューレ(トマト：イタリア)､オリーブ油(ー)､粉飴(フラ

ンス)､小麦粉（国内製造）(アメリカ、日本)､コンソメ(食塩（国内製造）)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア又はインドネ

シア、アメリカ)・コンソメ煮=人参(日本)､じゃがいも(日本)､いんげん(中国)､コンソメ(食塩（国内製造）)､塩(メキシコ)・ソテー=ほうれん草(中国)､ベーコン(デンマーク、オランダ)､バ

ター(日本)､塩(メキシコ)・りんご=りんご（中国産）(中国)

MFSタンパク制限食A サーモンフライ

・サーモンフライ=サーモンフライ(日本、アメリカ他)､キャベツタ(日本)､玉葱(日本)､ウスターソース(てん菜())(トマト：イスラエル等)､食用調合油(-)､塩(メキシコ)､麦芽糖調製品(アメ

リカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)・煮物=さといも(中国)､鶏胸(ブラジル)､生姜(しょうが：中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)・お浸

し=こまつ菜(中国)､白素干(韓国)､つゆ(食塩（国内製造）)､粉わさび(西洋わさび：中国)・和え物=れんこん(中国)､赤しそジュレ(赤しそ抽出液(中国製造))､いりごま(中南米、アフリカ、

アメリカ、中国)

MFSタンパク制限食A
カレー風味の洋風

肉じゃが

・カレー風味の洋風肉じゃが=豚モモ(カナダ)､人参(日本)､じゃがいも(日本)､玉葱(日本)､食用調合油(-)､オイスターソース(砂糖（韓国製造、タイ製造、国内製造）)､醸造調味料(日本)､粉

飴(フランス)､コンソメ(食塩（国内製造）)､カレーパウダー(インド・ベトナム)､塩(メキシコ)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)・ソテー=ブロッコリー

(中国)､きのこミックス(中国)､オリーブ油(ー)､にんにく(にんにく：中国)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・お浸し=大根(日本)､葉だいこん(葉だいこん:中国（限定）)､レ

モン(レモン（アルゼンチン、イスラエル）)､かつお(インドネシア、日本)､塩(メキシコ)・コンポート=りんご（中国産）(中国)､上白糖(オーストラリア、日本、タイ、南アフリカ、フィ

リピン、ブラジル、グアテマラ等)

MFSタンパク制限食A 豚肉の生姜焼き

・豚肉の生姜焼き=豚モモ(カナダ)､キャベツタ(日本)､玉葱(日本)､焼肉のたれ(醤油（国内製造）)､食用調合油(-)､粉飴(フランス)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東ア

ジアなど)・煮物=大根(日本)､人参(日本)､揚げなす(中国)､グリンピース(アメリカ合衆国)・お浸し=こまつ菜(中国)､竹輪(日本、米国、タイ、他)､つゆ(食塩（国内製造）)､いりごま(中南

米、アフリカ、アメリカ、中国)・金時豆=金時豆(日本)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)

MFSタンパク制限食A
あじのさっぱり梅

おろし煮

・あじのさっぱり梅おろし煮=アジ切身(骨取り)(ニュージーランド、他)､大根(日本)､梅肉加工品(梅ペースト(国内製造))､小麦粉（国内製造）(アメリカ、日本)､醸造調味料(日本)､生姜

(しょうが：中国)､まぜごはんのもと(赤しそ(中国、日本))､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､その他・煮物=れんこん(中国)､人参(日本)､しいたけ(中国)､

ごま油(ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ等、アメリカ、ブラジル等)､その他・和え物=ブロッコリー(中国)､マヨネーズ(国内製造（食用植物油脂）)､かつお(インドネシア、日

本)､その他・浅漬け=白菜(日本)､ゆず(日本)､塩(メキシコ)､七味唐辛子(中国、日本、他)､その他

MFSタンパク制限食A ぶりの塩焼き
・ぶりの塩焼き　=ブリ切身(骨取り)(韓国、他)､大根(日本)､いんげん(中国)､ぽん酢(日本（加工国）)､塩(メキシコ)・煮物=人参(日本)､大根(日本)､粉飴(フランス)､食用調合油(-)・ほうれ

ん草のごま和え=ほうれん草(中国)､みそ加工品(米みそ（国内製造）)・れんこんの梅和え=蓮根(中国)､赤しそジュレ(赤しそ抽出液(中国製造))

MFSタンパク制限食A 牛肉の黒酢炒め

・牛肉の黒酢炒め=牛肩ロース(メキシコ)､れんこん(中国)､玉葱(日本)､米黒酢(日本)､食用調合油(-)､醸造調味料(日本)､粉飴(フランス)､上白糖(オーストラリア、日本、タイ、南アフリ

カ、フィリピン、ブラジル、グアテマラ等)､はちみつ（中国）(中国)､中華だし(日本(生産国)、ブラジル等(生産国))､唐辛子(中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東

アジアなど)､塩(メキシコ)・中華炒め=白菜(中国)､あさり(中国)､人参(日本)､中華たれ(醤油（国内製造）)・和え物=もやし(日本)､ほうれん草(中国)､ごま油(ナイジェリア、タンザニア、

ブルキナファソ等、アメリカ、ブラジル等)､いりごま(中南米、アフリカ、アメリカ、中国)､中華だし(日本(生産国)、ブラジル等(生産国))､塩(メキシコ)・ソテー=まめ(日本)､ガーリック

ペッパーソース(植物油脂（国内製造）)､塩(メキシコ)



MFSタンパク制限食B 八宝菜

・八宝菜=白菜(中国)､豚バラ(スペイン)､中華調味料(米発酵調味料（国内製造）)､人参(日本)､有機たけのこ（中国産）(中国)､粉飴(フランス)､ごま油(ナイジェリア、タンザニア、ブルキ

ナファソ等、アメリカ、ブラジル等)､食用調合油(-)､乾しいたけ(中国)､裏白木耳(中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､塩コショウ(日本、他)・餃子の

甘酢がけ=ぎょうざ(日本)､ピーマン(中国)､玉葱(日本)､甘酢あんかけのたれ(果糖ぶどう糖液糖（国内製造）)､酢(日本、アメリカ、ブラジル、中国)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、

アメリカ)・ソテー=ブロッコリー(中国)､食用調合油(-)､にんにく(にんにく：中国)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・フルーツ=黄桃(もも（中国）)

MFSタンパク制限食B
チキンラタトゥイ

ユ

・チキンラタトゥイユ=鶏モモ(ブラジル)､玉葱(日本)､トマトソース(トマト（中国産）)､野菜ミックス(スペイン)､粉飴(フランス)､オリーブ油(ー)､醸造調味料(日本)､塩(メキシコ)・じゃが

芋のアリオリソース=じゃがいも(日本)､たれ(食用植物油脂（国内製造、スペイン製造）)､パセリ(イスラエル)・ソテー=キャベツ(中国)､食用調合油(-)､にんにく(にんにく：中国)､胡椒(マ

レーシア又はインドネシア、アメリカ)・ブロッコリー=ブロッコリー(中国)､塩(メキシコ)

MFSタンパク制限食B
チキンのハーブ焼

き

・チキンのハーブ焼き=鶏モモ(ブラジル)､こまつ菜(中国)､じゃがいも(日本)､食用調合油(-)､醸造調味料(日本)､ハーブ(メキシコ等)､塩(メキシコ)・トマト煮=揚げなす(中国)､パプリカ(ス

ペイン)､トマトソース(トマト（中国産）)､食用油脂(－)・ソテー=蓮根(中国)､オリーブ油(ー)､コンソメ(食塩（国内製造）)､にんにく(にんにく：中国)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア又は

インドネシア、アメリカ)､パセリ(イスラエル)・マリネ=カリフラワー(中国)､ドレッシングタイプ(醸造酢（国内製造）)

MFSタンパク制限食B 鱈のフリッター

・鱈のフリッター=じゃがいも(日本)､タラ(アメリカ・ロシア)､人参(日本)､マスタード(日本(加工国）)､フリッター粉(日本)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリ

カ)・ソテー=ほうれん草(中国)､鶏モモ(ブラジル)､ソース(国内製造（食用植物油脂）)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・マリネ=揚げなす(中国)､ドレッシン

グタイプ(醸造酢（国内製造）)､オリーブ油(ー)・フルーツ=りんご（中国産）(中国)､粉飴(フランス)

MFSタンパク制限食B 鯖のつけ焼き

・鯖のつけ焼き=菜の花(中国)､さば(アイスランド他)､食用調合油(-)､醸造調味料(日本)､つゆ(食塩（国内製造）)・煮物=揚げなす(中国)､牛蒡(中国)､たれ(日本)､粉飴(フランス)､生姜(しょ

うが：中国)・お浸し=大根(日本)､葉だいこん(葉だいこん:中国（限定）)､レモン(レモン（アルゼンチン、イスラエル）)､かつお(インドネシア、日本)､塩(メキシコ)・和え物=いんげん(中

国)､マヨネーズ(国内製造（食用植物油脂）)､塩(メキシコ)

MFSタンパク制限食B
豚肉のスタミナ炒

め

・豚肉のスタミナ炒め=豚モモ(アメリカ)､玉葱(日本)､人参(日本)､ニラ(中国)､にんにく醤油(醤油（国内製造）)､粉飴(フランス)､食用調合油(-)､食用油脂(－)､塩(メキシコ)・煮物=揚げな

す(中国)､ネギ(日本)､食用油脂(－)・和え物=いんげん(中国)､みそ加工品(米みそ（国内製造）)､つゆ(食塩（国内製造）)・りんご=りんご（中国産）(中国)

MFSタンパク制限食B
牛肉のガーリック

炒め

・牛肉のガーリック炒め=牛バラ(メキシコ)､ピーマン(中国)､しいたけ笠スライス(中国)､ガーリックペッパーソース(植物油脂（国内製造）)､食用調合油(-)､塩(メキシコ)､その他・煮物=

れんこん(中国)､牛蒡(中国)､ほうれん草(中国)､その他・和え物=さといも(中国)､みそ加工品(米みそ（国内製造）)､七味唐辛子(中国、日本、他)､その他・酢の物=人参(日本)､大根(日本)､

酢(日本、アメリカ、ブラジル、中国)､上白糖(オーストラリア、日本、タイ、南アフリカ、フィリピン、ブラジル、グアテマラ等)､ゆず(日本)､塩(メキシコ)､その他



MFSタンパク制限食B
鱈の唐揚げ　トマ

トソース

・鱈の唐揚げ　トマトソース=タラ(アメリカ・ロシア)､揚げなす(中国)､ブロッコリー(中国)､玉葱(日本)､トマトピューレ(トマト：イタリア)､トマトソース(トマト（中国産）)､オリーブ油

(ー)､小麦粉（国内製造）(アメリカ、日本)､コンソメ(食塩（国内製造）)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア又はインドネ

シア、アメリカ)・コンソメ煮=人参(日本)､いんげん(中国)､じゃがいも(日本)､食用調合油(-)､コンソメ(食塩（国内製造）)､塩(メキシコ)・ソテー=ほうれん草(中国)､ベーコン(デンマー

ク、オランダ)､バター(日本)､塩(メキシコ)・りんご=りんご（中国産）(中国)

MFSタンパク制限食B サーモンフライ

・サーモンフライ=キャベツタ(日本)､サケ切身(骨取り)(日本、韓国、アメリカ、ロシア、他)､人参(日本)､玉葱(日本)､ウスターソース(てん菜())(トマト：イスラエル等)､食用調合油(-)､フ

レークスＢ６(カナダ・米国・オーストラリア)､フライ調理用粉(ー)､塩(メキシコ)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､胡椒(マレーシア又はインドネシ

ア、アメリカ)・煮物=さといも(中国)､いんげん(中国)､食用調合油(-)､粉飴(フランス)､生姜(しょうが：中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､つゆ(食

塩（国内製造）)・お浸し=こまつ菜(中国)､つゆ(食塩（国内製造）)､粉わさび(西洋わさび：中国)・和え物=れんこん(中国)､赤しそジュレ(赤しそ抽出液(中国製造))､いりごま(中南米、ア

フリカ、アメリカ、中国)

MFSタンパク制限食B
カレー風味の洋風

肉じゃが

・カレー風味の洋風肉じゃが=豚バラ(スペイン)､人参(日本)､玉葱(日本)､じゃがいも(日本)､オイスターソース(砂糖（韓国製造、タイ製造、国内製造）)､醸造調味料(日本)､コンソメ(食塩

（国内製造）)､カレーパウダー(インド・ベトナム)､塩(メキシコ)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)・ソテー=ブロッコリー(中国)､きのこミックス(中

国)､オリーブ油(ー)､にんにく(にんにく：中国)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・お浸し=大根(日本)､葉だいこん(葉だいこん:中国（限定）)､レモン(レモン（アルゼンチ

ン、イスラエル）)､かつお(インドネシア、日本)､塩(メキシコ)・コンポート=りんご（中国産）(中国)､上白糖(オーストラリア、日本、タイ、南アフリカ、フィリピン、ブラジル、グアテ

マラ等)

MFSタンパク制限食B 豚肉の生姜焼き

・豚肉の生姜焼き=キャベツタ(日本)､豚バラ(スペイン)､玉葱(日本)､焼肉のたれ(醤油（国内製造）)､食用調合油(-)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)・煮

物=大根(日本)､人参(日本)､揚げなす(中国)､グリンピース(アメリカ合衆国)・お浸し=こまつ菜(中国)､竹輪(日本、米国、タイ、他)､つゆ(食塩（国内製造）)､いりごま(中南米、アフリカ、

アメリカ、中国)・金時豆=金時豆(日本)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)

MFSタンパク制限食B
あじのさっぱり梅

おろし煮

・あじのさっぱり梅おろし煮=アジ切身(骨取り)(ニュージーランド、他)､大根(日本)､オクラ(ベトナム)､梅肉加工品(梅ペースト(国内製造))､醸造調味料(日本)､小麦粉（国内製造）(アメリ

カ、日本)､生姜(しょうが：中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､まぜごはんのもと(赤しそ(中国、日本))・煮物=れんこん(中国)､人参(日本)､しいたけ

(中国)､食用調合油(-)､ごま油(ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ等、アメリカ、ブラジル等)・和え物=ブロッコリー(中国)､マヨネーズ(国内製造（食用植物油脂）)､かつお(イ

ンドネシア、日本)・果物=黄桃(もも（中国）)､粉飴(フランス)

MFSタンパク制限食B ぶりの塩焼き
・ぶりの塩焼き　=ブリ切身(骨取り)(韓国、他)､大根(日本)､いんげん(中国)､食用調合油(-)､ぽん酢(日本（加工国）)､塩(メキシコ)・煮物=人参(日本)､大根(日本)､粉飴(フランス)､食用調

合油(-)・和え物=こんにゃく(群馬県、韓国、中国)､つゆ(食塩（国内製造）)､七味唐辛子(中国、日本、他)・れんこんの梅和え=蓮根(中国)､赤しそジュレ(赤しそ抽出液(中国製造))

MFSタンパク制限食B 牛肉の黒酢炒め

・牛肉の黒酢炒め=牛バラ(メキシコ)､れんこん(中国)､玉葱(日本)､米黒酢(日本)､食用調合油(-)､はちみつ（中国）(中国)､醸造調味料(日本)､上白糖(オーストラリア、日本、タイ、南アフ

リカ、フィリピン、ブラジル、グアテマラ等)､中華だし(日本(生産国)、ブラジル等(生産国))､唐辛子(中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､塩(メキシ

コ)・中華炒め=白菜(中国)､人参(日本)､中華たれ(醤油（国内製造）)､裏白木耳(中国)・和え物=もやし(日本)､ほうれん草(中国)､ごま油(ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ等、ア

メリカ、ブラジル等)､いりごま(中南米、アフリカ、アメリカ、中国)､中華だし(日本(生産国)、ブラジル等(生産国))､塩(メキシコ)・ソテー=まめ(日本)､ガーリックペッパーソース(植物油

脂（国内製造）)､塩(メキシコ)



MFSタンパク制限食C 八宝菜

・八宝菜=白菜(中国)､豚肩ロース(カナダ)､中華調味料(米発酵調味料（国内製造）)､人参(日本)､有機たけのこ（中国産）(中国)､乾しいたけ(中国)､ごま油(ナイジェリア、タンザニア、ブ

ルキナファソ等、アメリカ、ブラジル等)､裏白木耳(中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､塩コショウ(日本、他)・餃子の甘酢がけ=ぎょうざ(日本)､

ピーマン(中国)､玉葱(日本)､甘酢あんかけのたれ(果糖ぶどう糖液糖（国内製造）)､酢(日本、アメリカ、ブラジル、中国)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・ソテー=ブロッ

コリー(中国)､食用調合油(-)､にんにく(にんにく：中国)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・フルーツ=黄桃(もも（中国）)

MFSタンパク制限食C
チキンラタトゥイ

ユ

・チキンラタトゥイユ=鶏モモ(ブラジル)､玉葱(日本)､野菜ミックス(スペイン)､トマトソース(トマト（中国産）)､醸造調味料(日本)､塩(メキシコ)・じゃが芋のアリオリソース=じゃがい

も(日本)､たれ(食用植物油脂（国内製造、スペイン製造）)､パセリ(イスラエル)・ソテー=キャベツ(中国)､食用調合油(-)､にんにく(にんにく：中国)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、

アメリカ)・ブロッコリー=ブロッコリー(中国)､塩(メキシコ)

MFSタンパク制限食C
チキンのハーブ焼

き

・チキンのハーブ焼き=鶏モモ(ブラジル)､こまつ菜(中国)､じゃがいも(日本)､食用調合油(-)､醸造調味料(日本)､ハーブ(メキシコ等)､塩(メキシコ)・トマト煮=揚げなす(中国)､パプリカ(ス

ペイン)､トマトソース(トマト（中国産）)・ソテー=蓮根(中国)､オリーブ油(ー)､コンソメ(食塩（国内製造）)､にんにく(にんにく：中国)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア又はインドネシ

ア、アメリカ)､パセリ(イスラエル)・マリネ=カリフラワー(中国)､ドレッシングタイプ(醸造酢（国内製造）)

MFSタンパク制限食C 鱈のフリッター

・鱈のフリッター=タラ(アメリカ・ロシア)､人参(日本)､じゃがいも(日本)､フリッター粉(日本)､マスタード(日本(加工国）)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリ

カ)・ソテー=ほうれん草(中国)､鶏モモ(ブラジル)､ソース(国内製造（食用植物油脂）)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・マリネ=揚げなす(中国)､ドレッシン

グタイプ(醸造酢（国内製造）)､オリーブ油(ー)・フルーツ=りんご（中国産）(中国)

MFSタンパク制限食C 鯖のつけ焼き
・鯖のつけ焼き=菜の花(中国)､さば(アイスランド他)､食用調合油(-)､醸造調味料(日本)､つゆ(食塩（国内製造）)・煮物=人参(日本)､牛蒡(中国)､たれ(日本)､生姜(しょうが：中国)・お浸し

=大根(日本)､葉だいこん(葉だいこん:中国（限定）)､レモン(レモン（アルゼンチン、イスラエル）)､かつお(インドネシア、日本)､塩(メキシコ)・温野菜=いんげん(中国)､塩(メキシコ)

MFSタンパク制限食C
豚肉のスタミナ炒

め

・豚肉のスタミナ炒め=豚モモ(アメリカ)､玉葱(日本)､にんにく醤油(醤油（国内製造）)､人参(日本)､ニラ(中国)､食用調合油(-)､塩(メキシコ)・煮物=揚げなす(中国)､ネギ(日本)・和え物=

いんげん(中国)､みそ加工品(米みそ（国内製造）)､つゆ(食塩（国内製造）)・りんご=りんご（中国産）(中国)

MFSタンパク制限食C
牛肉のガーリック

炒め

・牛肉のガーリック炒め=牛肩ロース(メキシコ)､ピーマン(中国)､しいたけ笠スライス(中国)､ガーリックペッパーソース(植物油脂（国内製造）)､塩(メキシコ)､その他・煮物=れんこん(中

国)､牛蒡(中国)､ほうれん草(中国)､その他・和え物=さといも(中国)､みそ加工品(米みそ（国内製造）)､七味唐辛子(中国、日本、他)､その他・酢の物=人参(日本)､大根(日本)､酢(日本、ア

メリカ、ブラジル、中国)､上白糖(オーストラリア、日本、タイ、南アフリカ、フィリピン、ブラジル、グアテマラ等)､ゆず(日本)､塩(メキシコ)､その他



MFSタンパク制限食C
鱈の唐揚げ　トマ

トソース

・鱈の唐揚げ　トマトソース=タラ(アメリカ・ロシア)､揚げなす(中国)､ブロッコリー(中国)､玉葱(日本)､トマトソース(トマト（中国産）)､トマトピューレ(トマト：イタリア)､小麦粉（国

内製造）(アメリカ、日本)､オリーブ油(ー)､コンソメ(食塩（国内製造）)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア又はインドネ

シア、アメリカ)・コンソメ煮=人参(日本)､いんげん(中国)､じゃがいも(日本)､コンソメ(食塩（国内製造）)､塩(メキシコ)・ソテー=ほうれん草(中国)､ベーコン(デンマーク、オランダ)､バ

ター(日本)､塩(メキシコ)・りんご=りんご（中国産）(中国)

MFSタンパク制限食C サーモンフライ

・サーモンフライ=キャベツタ(日本)､サケ切身(骨取り)(日本、韓国、アメリカ、ロシア、他)､人参(日本)､玉葱(日本)､ウスターソース(てん菜())(トマト：イスラエル等)､フレークスＢ６

(カナダ・米国・オーストラリア)､フライ調理用粉(ー)､食用調合油(-)､塩(メキシコ)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､胡椒(マレーシア又はインドネシ

ア、アメリカ)・煮物=さといも(中国)､いんげん(中国)､生姜(しょうが：中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､つゆ(食塩（国内製造）)・お浸し=こま

つ菜(中国)､つゆ(食塩（国内製造）)､粉わさび(西洋わさび：中国)・和え物=れんこん(中国)､赤しそジュレ(赤しそ抽出液(中国製造))､いりごま(中南米、アフリカ、アメリカ、中国)

MFSタンパク制限食C
カレー風味の洋風

肉じゃが

・カレー風味の洋風肉じゃが=豚モモ(カナダ)､じゃがいも(日本)､人参(日本)､玉葱(日本)､食用調合油(-)､オイスターソース(砂糖（韓国製造、タイ製造、国内製造）)､醸造調味料(日本)､コ

ンソメ(食塩（国内製造）)､カレーパウダー(インド・ベトナム)､塩(メキシコ)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)・ソテー=ブロッコリー(中国)､きのこ

ミックス(中国)､オリーブ油(ー)､にんにく(にんにく：中国)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・お浸し=大根(日本)､葉だいこん(葉だいこん:中国（限定）)､レモン(レモン

（アルゼンチン、イスラエル）)､かつお(インドネシア、日本)､塩(メキシコ)・フルーツ=りんご（中国産）(中国)

MFSタンパク制限食C 豚肉の生姜焼き

・豚肉の生姜焼き=キャベツタ(日本)､豚肩ロース(カナダ)､玉葱(日本)､焼肉のたれ(醤油（国内製造）)､食用調合油(-)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)・

煮物=大根(日本)､人参(日本)､揚げなす(中国)､グリンピース(アメリカ合衆国)・お浸し=こまつ菜(中国)､竹輪(日本、米国、タイ、他)､つゆ(食塩（国内製造）)､いりごま(中南米、アフリ

カ、アメリカ、中国)・しば漬け=しば漬(きゅうり（中国）、なす（国産）)

MFSタンパク制限食C
あじのさっぱり梅

おろし煮

・あじのさっぱり梅おろし煮=アジ切身(骨取り)(ニュージーランド、他)､大根(日本)､オクラ(ベトナム)､梅肉加工品(梅ペースト(国内製造))､醸造調味料(日本)､生姜(しょうが：中国)､麦芽

糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､まぜごはんのもと(赤しそ(中国、日本))・煮物=れんこん(中国)､人参(日本)､しいたけ(中国)､ごま油(ナイジェリア、タンザ

ニア、ブルキナファソ等、アメリカ、ブラジル等)・和え物=ブロッコリー(中国)､マヨネーズ(国内製造（食用植物油脂）)､かつお(インドネシア、日本)・果物=黄桃(もも（中国）)､粉飴

(フランス)

MFSタンパク制限食C ぶりの塩焼き
・ぶりの塩焼き=ブリ切身(骨取り)(韓国、他)､大根(日本)､いんげん(中国)､ぽん酢(日本（加工国）)､塩(メキシコ)・煮物=人参(日本)､大根(日本)､粉飴(フランス)・和え物=こんにゃく(群

馬県、韓国、中国)､つゆ(食塩（国内製造）)､七味唐辛子(中国、日本、他)・れんこんの梅和え=蓮根(中国)､赤しそジュレ(赤しそ抽出液(中国製造))

MFSタンパク制限食C 牛肉の黒酢炒め

・牛肉の黒酢炒め=牛肩ロース(メキシコ)､れんこん(中国)､玉葱(日本)､米黒酢(日本)､醸造調味料(日本)､食用調合油(-)､はちみつ（中国）(中国)､上白糖(オーストラリア、日本、タイ、南

アフリカ、フィリピン、ブラジル、グアテマラ等)､中華だし(日本(生産国)、ブラジル等(生産国))､唐辛子(中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､塩(メ

キシコ)・中華炒め=白菜(中国)､人参(日本)､中華たれ(醤油（国内製造）)､裏白木耳(中国)・和え物=もやし(日本)､ほうれん草(中国)､ごま油(ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ

等、アメリカ、ブラジル等)､いりごま(中南米、アフリカ、アメリカ、中国)､中華だし(日本(生産国)、ブラジル等(生産国))､塩(メキシコ)・ソテー=まめ(日本)､ガーリックペッパーソース

(植物油脂（国内製造）)､塩(メキシコ)



MFS塩分制限食 八宝菜

・八宝菜=豚モモ(アメリカ)､白菜(中国)､中華調味料(米発酵調味料（国内製造）)､有機たけのこ（中国産）(中国)､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)､人参(日本)､乾しいたけ(中

国)､ごま油(ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ等、アメリカ、ブラジル等)､裏白木耳(中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､塩コショウ(日

本、他)・餃子の甘酢がけ=ぎょうざ(日本)､ピーマン(中国)､玉葱(日本)､甘酢あんかけのたれ(果糖ぶどう糖液糖（国内製造）)､酢(日本、アメリカ、ブラジル、中国)､胡椒(マレーシア又は

インドネシア、アメリカ)・ソテー=ブロッコリー(中国)､まぐろ油漬(中西部太平洋、日本)､食用調合油(-)､にんにく(にんにく：中国)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・フ

ルーツ=黄桃(もも（中国）)

MFS塩分制限食
チキンラタトゥイ

ユ

・チキンラタトゥイユ=鶏モモ(ブラジル)､野菜ミックス(スペイン)､トマトソース(トマト（中国産）)､玉葱(日本)､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)､醸造調味料(日本)､塩(メキシ

コ)・じゃが芋のアリオリソース=じゃがいも(日本)､たれ(食用植物油脂（国内製造、スペイン製造）)､パセリ(イスラエル)・ソテー=きのこミックス(中国)､胡椒(マレーシア又はインドネ

シア、アメリカ)・ブロッコリー=ブロッコリー(中国)､塩(メキシコ)

MFS塩分制限食
チキンのハーブ焼

き

・チキンのハーブ焼き=鶏モモ(ブラジル)､こまつ菜(中国)､醸造調味料(日本)､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)､ハーブ(メキシコ等)､塩(メキシコ)・トマト煮=揚げなす(中国)､パ

プリカ(スペイン)､トマトソース(トマト（中国産）)､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)・ソテー=蓮根(中国)､ハム(カナダ・オランダ・スペイン)､オリーブ油(ー)､にんにく(にん

にく：中国)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)､パセリ(イスラエル)・白花豆=白花豆(中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)

MFS塩分制限食 鱈のフリッター

・鱈のフリッター=タラ(アメリカ・ロシア)､じゃがいも(日本)､フリッター粉(日本)､マスタード(日本(加工国）)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・煮物=ほう

れん草(中国)､ホワイトソース(アメリカ、ニュージーランド他)､鶏胸(ブラジル)､塩(メキシコ)・マリネ=きのこミックス(中国)､ドレッシングタイプ(醸造酢（国内製造）)､食物繊維（還元

難消化性デキストリン）(-)､オリーブ油(ー)､粉飴(フランス)・温野菜=ブロッコリー(中国)､塩(メキシコ)

MFS塩分制限食 鯖のつけ焼き

・鯖のつけ焼き=さば(国内・長崎)､菜の花(中国)､醸造調味料(日本)､食用調合油(-)､粉飴(フランス)､つゆ(食塩（国内製造）)・煮物=鶏モモ(ブラジル)､さといも(中国)､人参(日本)､たれ(日

本)､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)､生姜(しょうが：中国)・お浸し=大根(日本)､葉だいこん(葉だいこん:中国（限定）)､レモン(レモン（アルゼンチン、イスラエル）)､かつお

(インドネシア、日本)､塩(メキシコ)・温野菜=いんげん(中国)､塩(メキシコ)

MFS塩分制限食
豚肉のスタミナ炒

め

・豚肉のスタミナ炒め=豚モモ(アメリカ)､玉葱(日本)､にんにく醤油(醤油（国内製造）)､人参(日本)､ニラ(中国)､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)､食用調合油(-)・煮物=冷凍絹

厚揚げ(－)､ネギ(日本)・和え物=いんげん(中国)､みそ加工品(米みそ（国内製造）)､つゆ(食塩（国内製造）)・りんご=りんご（中国産）(中国)

MFS塩分制限食
牛肉のガーリック

炒め

・牛肉のガーリック炒め=牛モモ(ニュージーランド)､ピーマン(中国)､しいたけ笠スライス(中国)､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)､ガーリックペッパーソース(植物油脂（国内

製造）)､塩(メキシコ)､その他・煮物=冷凍絹厚揚げ(－)､ほうれん草(中国)､牛蒡(中国)､その他・和え物=さといも(中国)､みそ加工品(米みそ（国内製造）)､七味唐辛子(中国、日本、他)､そ

の他・酢の物=人参(日本)､大根(日本)､酢(日本、アメリカ、ブラジル、中国)､上白糖(オーストラリア、日本、タイ、南アフリカ、フィリピン、ブラジル、グアテマラ等)､ゆず(日本)､塩

(メキシコ)､その他



MFS塩分制限食
鱈の唐揚げ　トマ

トソース

・鱈の唐揚げ　トマトソース=タラ(アメリカ・ロシア)､ブロッコリー(中国)､玉葱(日本)､トマトソース(トマト（中国産）)､トマトピューレ(トマト：イタリア)､食物繊維（還元難消化性デ

キストリン）(-)､小麦粉（国内製造）(アメリカ、日本)､コンソメ(食塩（国内製造）)､オリーブ油(ー)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､塩(メキシコ)､胡

椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・コンソメ煮=鶏モモ(ブラジル)､人参(日本)､じゃがいも(日本)､コンソメ(食塩（国内製造）)､塩(メキシコ)､パセリ(イスラエル)・ソテー=ほう

れん草(中国)､バター(日本)､塩(メキシコ)・りんご=りんご（中国産）(中国)

MFS塩分制限食 サーモンフライ

・サーモンフライ=サケ切身(骨取り)(日本、韓国、アメリカ、ロシア、他)､キャベツタ(日本)､玉葱(日本)､ウスターソース(てん菜())(トマト：イスラエル等)､食物繊維（還元難消化性デキ

ストリン）(-)､フレークスＢ６(カナダ・米国・オーストラリア)､フライ調理用粉(ー)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア又

はインドネシア、アメリカ)・煮物=さといも(中国)､鶏胸(ブラジル)､生姜(しょうが：中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)・お浸し=こまつ菜(中国)､

白素干(韓国)､つゆ(食塩（国内製造）)､粉わさび(西洋わさび：中国)・煮物=大豆(日本（北海道）)､佃煮(醤油：国内製造、昆布：中国)

MFS塩分制限食
カレー風味の洋風

肉じゃが

・カレー風味の洋風肉じゃが=豚モモ(カナダ)､人参(日本)､玉葱(日本)､じゃがいも(日本)､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)､オイスターソース(砂糖（韓国製造、タイ製造、国内

製造）)､醸造調味料(日本)､コンソメ(食塩（国内製造）)､カレーパウダー(インド・ベトナム)､食用調合油(-)､塩(メキシコ)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアな

ど)・ソテー=ブロッコリー(中国)､きのこミックス(中国)､鶏ささみ(国産)､オリーブ油(ー)､にんにく(にんにく：中国)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・お浸し=大根(日本)､

葉だいこん(葉だいこん:中国（限定）)､レモン(レモン（アルゼンチン、イスラエル）)､かつお(インドネシア、日本)､塩(メキシコ)・コンポート=りんご（中国産）(中国)､上白糖(オースト

ラリア、日本、タイ、南アフリカ、フィリピン、ブラジル、グアテマラ等)

MFS塩分制限食 豚肉の生姜焼き

・豚肉の生姜焼き=豚モモ(アメリカ)､キャベツタ(日本)､玉葱(日本)､焼肉のたれ(醤油（国内製造）)､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)､食用調合油(-)､麦芽糖調製品(アメリカ、

日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)・煮物=大根(日本)､人参(日本)､揚げなす(中国)､グリンピース(アメリカ合衆国)・お浸し=こまつ菜(中国)､竹輪(日本、米国、タイ、他)､つゆ(食塩

（国内製造）)､いりごま(中南米、アフリカ、アメリカ、中国)・果物=パイナップル(コスタリカ)

MFS塩分制限食
あじのさっぱり梅

おろし煮

・あじのさっぱり梅おろし煮=アジ切身(骨取り)(ニュージーランド、他)､大根(日本)､オクラ(ベトナム)､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)､梅肉加工品(梅ペースト(国内製造))､醸

造調味料(日本)､生姜(しょうが：中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､まぜごはんのもと(赤しそ(中国、日本))､その他・煮物=れんこん(中国)､人参(日

本)､鶏モモ(ブラジル)､ごま油(ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ等、アメリカ、ブラジル等)､その他・和え物=ブロッコリー(中国)､マヨネーズ(国内製造（食用植物油脂）)､か

つお(インドネシア、日本)､その他・浅漬け=白菜(日本)､ゆず(日本)､塩(メキシコ)､七味唐辛子(中国、日本、他)､その他

MFS塩分制限食 ぶりの塩焼き
・ぶりの塩焼き　=ブリ切身(骨取り)(韓国、他)､大根(日本)､いんげん(中国)､ぽん酢(日本（加工国）)､塩(メキシコ)・煮物=鶏胸(ブラジル)､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)､こ

うや豆腐(アメリカ、日本、日本)・ほうれん草のごま和え=ほうれん草(中国)､みそ加工品(米みそ（国内製造）)・れんこんの梅和え=蓮根(中国)､赤しそジュレ(赤しそ抽出液(中国製造))

MFS塩分制限食 牛肉の黒酢炒め

・牛肉の黒酢炒め=牛モモ(ニュージーランド)､玉葱(日本)､れんこん(中国)､食物繊維（還元難消化性デキストリン）(-)､米黒酢(日本)､食用調合油(-)､はちみつ（中国）(中国)､上白糖(オー

ストラリア、日本、タイ、南アフリカ、フィリピン、ブラジル、グアテマラ等)､醸造調味料(日本)､中華だし(日本(生産国)、ブラジル等(生産国))､唐辛子(中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、

日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､塩(メキシコ)・中華炒め=白菜(中国)､あさり(中国)､人参(日本)､中華たれ(醤油（国内製造）)・和え物=もやし(日本)､ほうれん草(中国)､ごま油

(ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ等、アメリカ、ブラジル等)､いりごま(中南米、アフリカ、アメリカ、中国)､中華だし(日本(生産国)、ブラジル等(生産国))､塩(メキシコ)・ソ

テー=まめ(日本)､ガーリックペッパーソース(植物油脂（国内製造）)､塩(メキシコ)



MFS糖質制限食
和風きのこスパ

ゲッティ

・和風きのこスパゲッティ=パスタ(カナダ、オーストラリア、日本、アメリカ)､きのこミックス(中国)､玉葱(日本)､まぐろ油漬(中西部太平洋、日本)､ドレッシング(しょうゆ（国内製

造）)､青ねぎ(中国)､食用調合油(-)､オリーブ油(ー)､にんにく(にんにく：中国)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・しゅうまい・餃子=ぎょうざ(日本)､ピーマ

ン(中国)､人参(日本)､甘酢あんかけのたれ(果糖ぶどう糖液糖（国内製造）)､酢(日本、アメリカ、ブラジル、中国)・ソテー=ブロッコリー(中国)､にんにく(にんにく：中国)､胡椒(マレーシ

ア又はインドネシア、アメリカ)・フルーツ=黄桃(もも（中国）)

MFS糖質制限食
チキンラタトゥイ

ユ

・チキンラタトゥイユ=鶏モモ(ブラジル)､野菜ミックス(スペイン)､トマトソース(トマト（中国産）)､玉葱(日本)､オリーブ油(ー)､醸造調味料(日本)､塩(メキシコ)､その他・ソテー=キャベ

ツ(中国)､食用調合油(-)､にんにく(にんにく：中国)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)､その他・ブロッコリー=ブロッコリー(中国)､塩(メキシコ)､その他・こんにゃくご飯=

こんにゃく(日本)､米油(ー)､パセリ(イスラエル)､その他

MFS糖質制限食
チキンのハーブ焼

き

・チキンのハーブ焼き=鶏モモ(ブラジル)､こまつ菜(中国)､じゃがいも(日本)､食用調合油(-)､醸造調味料(日本)､ハーブ(メキシコ等)､塩(メキシコ)､その他・ソテー=蓮根(中国)､オリーブ油

(ー)､コンソメ(食塩（国内製造）)､にんにく(にんにく：中国)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)､パセリ(イスラエル)､その他・マリネ=カリフラワー(中国)､ド

レッシングタイプ(醸造酢（国内製造）)､その他・こんにゃく入りピラフ=こんにゃく(日本)､チキンピラフの素(鶏肉（日本）)､米油(ー)､塩(メキシコ)､その他

MFS糖質制限食 鱈のフリッター

・鱈のフリッター=タラ(アメリカ・ロシア)､フリッター粉(日本)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)､その他・煮物=ほうれん草(中国)､じゃがいも(日本)､ホワイ

トソース(アメリカ、ニュージーランド他)､鶏胸(ブラジル)､塩(メキシコ)､その他・マリネ=揚げなす(中国)､ドレッシングタイプ(醸造酢（国内製造）)､その他・こんにゃくご飯=こんにゃ

く(日本)､米油(ー)､いりごま(ミャンマー、中南米、アメリカ、タイ、中国)､その他

MFS糖質制限食 鯖のつけ焼き

・鯖のつけ焼き=さば(アイスランド他)､菜の花(中国)､醸造調味料(日本)､食用調合油(-)､つゆ(食塩（国内製造）)､その他・煮物=人参(日本)､牛蒡(中国)､たれ(日本)､生姜(しょうが：中国)､

その他・お浸し=大根(日本)､葉だいこん(葉だいこん:中国（限定）)､レモン(レモン（アルゼンチン、イスラエル）)､かつお(インドネシア、日本)､塩(メキシコ)､その他・こんにゃくご飯=

こんにゃく(日本)､米油(ー)､いりごま(ミャンマー、中南米、アメリカ、タイ、中国)､その他

MFS糖質制限食
豚肉のスタミナ炒

め

・豚肉のスタミナ炒め=豚バラ(スペイン)､玉葱(日本)､にんにく醤油(醤油（国内製造）)､ニラ(中国)､人参(日本)､食用調合油(-)､塩(メキシコ)､その他・和え物=いんげん(中国)､みそ加工品

(米みそ（国内製造）)､つゆ(食塩（国内製造）)､その他・ごま昆布=佃煮(醤油：国内製造、昆布：中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､その他・こん

にゃくご飯=こんにゃく(日本)､米油(ー)､いりごま(ミャンマー、中南米、アメリカ、タイ、中国)､その他

MFS糖質制限食
牛肉のガーリック

炒め

・牛肉のガーリック炒め=牛肩ロース(メキシコ)､ピーマン(中国)､しいたけ笠スライス(中国)､ガーリックペッパーソース(植物油脂（国内製造）)､塩(メキシコ)､その他・和え物=さといも

(中国)､みそ加工品(米みそ（国内製造）)､七味唐辛子(中国、日本、他)､その他・酢の物=人参(日本)､大根(日本)､酢(日本、アメリカ、ブラジル、中国)､ｴﾘｽﾘﾄｰﾙ(アメリカ産)､ゆず(日本)､

塩(メキシコ)､その他・こんにゃく入りピラフ=こんにゃく(日本)､チキンピラフの素(鶏肉（日本）)､米油(ー)､塩(メキシコ)､その他



MFS糖質制限食
鱈の唐揚げ　トマ

トソース

・鱈の唐揚げ　トマトソース=タラ(アメリカ・ロシア)､玉葱(日本)､ブロッコリー(中国)､トマトピューレ(トマト：イタリア)､トマトソース(トマト（中国産）)､オリーブ油(ー)､小麦粉（国

内製造）(アメリカ、日本)､コンソメ(食塩（国内製造）)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)､

その他・ソテー=ほうれん草(中国)､ベーコン(デンマーク、オランダ)､バター(日本)､塩(メキシコ)､その他・りんご=りんご（中国産）(中国)､その他・こんにゃくご飯=こんにゃく(日本)､

米油(ー)､パセリ(イスラエル)､その他

MFS糖質制限食 サーモンフライ

・サーモンフライ=キャベツタ(日本)､サケ切身(骨取り)(日本、韓国、アメリカ、ロシア、他)､玉葱(日本)､ウスターソース(てん菜())(トマト：イスラエル等)､食用調合油(-)､フレークスＢ

６(カナダ・米国・オーストラリア)､フライ調理用粉(ー)､塩(メキシコ)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)､

その他・煮物=さといも(中国)､いんげん(中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､生姜(しょうが：中国)､その他・お浸し=こまつ菜(中国)､つゆ(食塩（国

内製造）)､粉わさび(西洋わさび：中国)､その他・こんにゃくご飯=こんにゃく(日本)､米油(ー)､いりごま(ミャンマー、中南米、アメリカ、タイ、中国)､その他

MFS糖質制限食
カレー風味の洋風

肉じゃが

・カレー風味の洋風肉じゃが=豚バラ(スペイン)､じゃがいも(日本)､玉葱(日本)､人参(日本)､オイスターソース(砂糖（韓国製造、タイ製造、国内製造）)､醸造調味料(日本)､コンソメ(食塩

（国内製造）)､カレーパウダー(インド・ベトナム)､塩(メキシコ)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､その他・ソテー=きのこミックス(中国)､バター(日

本)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)､その他・お浸し=大根(日本)､葉だいこん(葉だいこん:中国（限定）)､レモン(レモン（アルゼンチン、イスラエル）)､かつお(インドネシ

ア、日本)､塩(メキシコ)､その他・こんにゃくご飯=こんにゃく(日本)､米油(ー)､パセリ(イスラエル)､その他

MFS糖質制限食 豚肉の生姜焼き

・豚肉の生姜焼き=豚バラ(スペイン)､玉葱(日本)､キャベツタ(日本)､焼肉のたれ(醤油（国内製造）)､食用調合油(-)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､そ

の他・煮物=揚げなす(中国)､大根(日本)､インゲン(スペイン)､その他・お浸し=こまつ菜(中国)､竹輪(日本、米国、タイ、他)､つゆ(食塩（国内製造）)､いりごま(中南米、アフリカ、アメ

リカ、中国)､その他・こんにゃくご飯=こんにゃく(日本)､米油(ー)､いりごま(ミャンマー、中南米、アメリカ、タイ、中国)､その他

MFS糖質制限食
カルボナーラスパ

ゲッティ

・カルボナーラスパゲッティ=カルボナーラソース(植物性脂肪食品（国内製造）)､パスタ(カナダ、オーストラリア、日本、アメリカ)､きのこミックス(中国)､ベーコン(デンマーク、オラ

ンダ)､オリーブ油(ー)､塩(メキシコ)､黒胡椒(マレーシア又はインドネシア又はベトナム)､パセリ(イスラエル)・ペッパー焼=鶏モモ(ブラジル)､ピーマン(中国)､ガーリックペッパーソース

(植物油脂（国内製造）)・トマト煮=揚げなす(中国)､トマトソース(トマト（中国産）)・フルーツ=黄桃(もも（中国）)

MFS糖質制限食 ぶりの塩焼き
・ぶりの塩焼き=ブリ切身(骨取り)(韓国、他)､大根(日本)､ぽん酢(日本（加工国）)､塩(メキシコ)､その他・煮物=人参(日本)､大根(日本)､その他・温野菜=いんげん(中国)､その他・こん

にゃくご飯=こんにゃく(日本)､米油(ー)､まぜごはんのもと(赤しそ(中国、日本))､その他

MFS糖質制限食 牛肉の黒酢炒め

・牛肉の黒酢炒め=牛バラ(メキシコ)､れんこん(中国)､玉葱(日本)､米黒酢(日本)､醸造調味料(日本)､食用調合油(-)､上白糖(オーストラリア、日本、タイ、南アフリカ、フィリピン、ブラジ

ル、グアテマラ等)､はちみつ（中国）(中国)､中華だし(日本(生産国)、ブラジル等(生産国))､塩(メキシコ)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､唐辛子(中

国)､その他・和え物=もやし(日本)､ほうれん草(中国)､ごま油(ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ等、アメリカ、ブラジル等)､いりごま(中南米、アフリカ、アメリカ、中国)､中

華だし(日本(生産国)、ブラジル等(生産国))､塩(メキシコ)､その他・ソテー=まめ(日本)､ガーリックペッパーソース(植物油脂（国内製造）)､塩(メキシコ)､その他・こんにゃくご飯=こん

にゃく(日本)､米油(ー)､まぜごはんのもと(赤しそ(中国、日本))､その他



MFSヘルシー食 八宝菜

・八宝菜=白菜(中国)､豚肩ロース(カナダ)､中華調味料(米発酵調味料（国内製造）)､人参(日本)､有機たけのこ（中国産）(中国)､乾しいたけ(中国)､ごま油(ナイジェリア、タンザニア、ブ

ルキナファソ等、アメリカ、ブラジル等)､裏白木耳(中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､塩コショウ(日本、他)・ソテー=ブロッコリー(中国)､食用調

合油(-)､にんにく(にんにく：中国)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・フルーツ=黄桃(もも（中国）)・ご飯=いりごま(ミャンマー、中南米、アメリカ、タイ、中国)

MFSヘルシー食
チキンラタトゥイ

ユ

・チキンラタトゥイユ=鶏モモ(ブラジル)､野菜ミックス(スペイン)､玉葱(日本)､トマトソース(トマト（中国産）)､オリーブ油(ー)､醸造調味料(日本)､塩(メキシコ)・ソテー=キャベツ(中

国)､食用調合油(-)､にんにく(にんにく：中国)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・ブロッコリー=ブロッコリー(中国)､塩(メキシコ)・ご飯=いりごま(ミャンマー、中南米、

アメリカ、タイ、中国)

MFSヘルシー食
チキンのハーブ焼

き

・チキンのハーブ焼き=鶏モモ(ブラジル)､こまつ菜(中国)､じゃがいも(日本)､食用調合油(-)､醸造調味料(日本)､ハーブ(メキシコ等)､塩(メキシコ)・ソテー=蓮根(中国)､オリーブ油(ー)､コ

ンソメ(食塩（国内製造）)､にんにく(にんにく：中国)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)､パセリ(イスラエル)・マリネ=カリフラワー(中国)､ドレッシングタイ

プ(醸造酢（国内製造）)・ご飯=いりごま(ミャンマー、中南米、アメリカ、タイ、中国)

MFSヘルシー食 鱈のフリッター

・鱈のフリッター=タラ(アメリカ・ロシア)､じゃがいも(日本)､マスタード(日本(加工国）)､フリッター粉(日本)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・煮物=ほう

れん草(中国)､ホワイトソース(アメリカ、ニュージーランド他)､鶏胸(ブラジル)・マリネ=揚げなす(中国)､ドレッシングタイプ(醸造酢（国内製造）)・ご飯=いりごま(ミャンマー、中南

米、アメリカ、タイ、中国)

MFSヘルシー食 鯖のつけ焼き

・鯖のつけ焼き=さば(アイスランド他)､菜の花(中国)､醸造調味料(日本)､食用調合油(-)､つゆ(食塩（国内製造）)・煮物=人参(日本)､牛蒡(中国)､たれ(日本)､生姜(しょうが：中国)・お浸し

=大根(日本)､葉だいこん(葉だいこん:中国（限定）)､レモン(レモン（アルゼンチン、イスラエル）)､かつお(インドネシア、日本)､塩(メキシコ)・ご飯=いりごま(ミャンマー、中南米、ア

メリカ、タイ、中国)

MFSヘルシー食
豚肉のスタミナ炒

め

・豚肉のスタミナ炒め=豚バラ(スペイン)､玉葱(日本)､にんにく醤油(醤油（国内製造）)､ニラ(中国)､人参(日本)､食用調合油(-)､塩(メキシコ)・和え物=いんげん(中国)､みそ加工品(米みそ

（国内製造）)､つゆ(食塩（国内製造）)・りんご=りんご（中国産）(中国)・ご飯=いりごま(ミャンマー、中南米、アメリカ、タイ、中国)

MFSヘルシー食
牛肉のガーリック

炒め

・牛肉のガーリック炒め=牛肩ロース(メキシコ)､ピーマン(中国)､しいたけ笠スライス(中国)､ガーリックペッパーソース(植物油脂（国内製造）)､塩(メキシコ)・和え物=さといも(中国)､

みそ加工品(米みそ（国内製造）)､七味唐辛子(中国、日本、他)・酢の物=人参(日本)､大根(日本)､酢(日本、アメリカ、ブラジル、中国)､上白糖(オーストラリア、日本、タイ、南アフリ

カ、フィリピン、ブラジル、グアテマラ等)､ゆず(日本)､塩(メキシコ)・ご飯=いりごま(ミャンマー、中南米、アメリカ、タイ、中国)



MFSヘルシー食
鱈の唐揚げ　トマ

トソース

・鱈の唐揚げ　トマトソース=タラ(アメリカ・ロシア)､玉葱(日本)､ブロッコリー(中国)､トマトピューレ(トマト：イタリア)､トマトソース(トマト（中国産）)､オリーブ油(ー)､小麦粉（国

内製造）(アメリカ、日本)､コンソメ(食塩（国内製造）)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリ

カ)・ソテー=ほうれん草(中国)､ベーコン(デンマーク、オランダ)､バター(日本)､塩(メキシコ)・りんご=りんご（中国産）(中国)・ご飯=いりごま(ミャンマー、中南米、アメリカ、タイ、

中国)

MFSヘルシー食 サーモンフライ

・サーモンフライ=キャベツタ(日本)､サケ切身(骨取り)(日本、韓国、アメリカ、ロシア、他)､玉葱(日本)､ウスターソース(てん菜())(トマト：イスラエル等)､食用調合油(-)､フレークスＢ

６(カナダ・米国・オーストラリア)､フライ調理用粉(ー)､塩(メキシコ)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリ

カ)・煮物=さといも(中国)､いんげん(中国)､生姜(しょうが：中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)・お浸し=こまつ菜(中国)､つゆ(食塩（国内製造）)､

粉わさび(西洋わさび：中国)・ご飯=いりごま(ミャンマー、中南米、アメリカ、タイ、中国)

MFSヘルシー食
カレー風味の洋風

肉じゃが

・カレー風味の洋風肉じゃが=豚バラ(スペイン)､じゃがいも(日本)､玉葱(日本)､人参(日本)､オイスターソース(砂糖（韓国製造、タイ製造、国内製造）)､醸造調味料(日本)､コンソメ(食塩

（国内製造）)､カレーパウダー(インド・ベトナム)､塩(メキシコ)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)・ソテー=きのこミックス(中国)､バター(日本)､胡椒

(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)・お浸し=大根(日本)､葉だいこん(葉だいこん:中国（限定）)､レモン(レモン（アルゼンチン、イスラエル）)､かつお(インドネシア、日本)､塩(メ

キシコ)・ご飯=いりごま(ミャンマー、中南米、アメリカ、タイ、中国)

MFSヘルシー食 豚肉の生姜焼き

・豚肉の生姜焼き=豚バラ(スペイン)､玉葱(日本)､キャベツタ(日本)､焼肉のたれ(醤油（国内製造）)､食用調合油(-)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)・煮

物=大根(日本)､揚げなす(中国)､インゲン(スペイン)・お浸し=こまつ菜(中国)､竹輪(日本、米国、タイ、他)､つゆ(食塩（国内製造）)､いりごま(中南米、アフリカ、アメリカ、中国)・ご飯

=いりごま(ミャンマー、中南米、アメリカ、タイ、中国)

MFSヘルシー食
あじのさっぱり梅

おろし煮

・あじのさっぱり梅おろし煮=アジ切身(骨取り)(ニュージーランド、他)､大根(日本)､梅肉加工品(梅ペースト(国内製造))､醸造調味料(日本)､生姜(しょうが：中国)､麦芽糖調製品(アメリ

カ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､まぜごはんのもと(赤しそ(中国、日本))・煮物=れんこん(中国)､人参(日本)､ごま油(ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ等、アメリ

カ、ブラジル等)・果物=黄桃(もも（中国）)・ご飯=いりごま(ミャンマー、中南米、アメリカ、タイ、中国)

MFSヘルシー食 ぶりの塩焼き
・ぶりの塩焼き　=ブリ切身(骨取り)(韓国、他)､大根(日本)､いんげん(中国)､ぽん酢(日本（加工国）)､塩(メキシコ)・煮物=大根(日本)､人参(日本)・れんこんの梅和え=蓮根(中国)､赤しそ

ジュレ(赤しそ抽出液(中国製造))・ご飯=いりごま(ミャンマー、中南米、アメリカ、タイ、中国)

MFSヘルシー食 牛肉の黒酢炒め

・牛肉の黒酢炒め=牛バラ(メキシコ)､れんこん(中国)､玉葱(日本)､米黒酢(日本)､醸造調味料(日本)､食用調合油(-)､上白糖(オーストラリア、日本、タイ、南アフリカ、フィリピン、ブラジ

ル、グアテマラ等)､はちみつ（中国）(中国)､中華だし(日本(生産国)、ブラジル等(生産国))､塩(メキシコ)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､唐辛子(中

国)・和え物=もやし(日本)､ほうれん草(中国)､ごま油(ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ等、アメリカ、ブラジル等)､いりごま(中南米、アフリカ、アメリカ、中国)､中華だし

(日本(生産国)、ブラジル等(生産国))､塩(メキシコ)・ソテー=まめ(日本)､ガーリックペッパーソース(植物油脂（国内製造）)､塩(メキシコ)・ご飯=いりごま(ミャンマー、中南米、アメリ

カ、タイ、中国)



MFSタンパク調整食 八宝菜

・八宝菜=白菜(中国)､豚肩ロース(カナダ)､中華調味料(米発酵調味料（国内製造）)､人参(日本)､有機たけのこ（中国産）(中国)､乾しいたけ(中国)､ごま油(ナイジェリア、タンザニア、ブ

ルキナファソ等、アメリカ、ブラジル等)､裏白木耳(中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､塩コショウ(日本、他)､その他・ソテー=ブロッコリー(中

国)､食用調合油(-)､にんにく(にんにく：中国)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)､その他・フルーツ=黄桃(もも（中国）)､その他・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日

本)､いりごま(ミャンマー、中南米、アメリカ、タイ、中国)､その他

MFSタンパク調整食
チキンラタトゥイ

ユ

・チキンラタトゥイユ=鶏モモ(ブラジル)､野菜ミックス(スペイン)､玉葱(日本)､トマトソース(トマト（中国産）)､オリーブ油(ー)､醸造調味料(日本)､塩(メキシコ)､その他・ソテー=キャベ

ツ(中国)､食用調合油(-)､にんにく(にんにく：中国)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)､その他・ブロッコリー=ブロッコリー(中国)､塩(メキシコ)､その他・低たんぱくご飯=

でんぷん米（国産）(日本)､いりごま(ミャンマー、中南米、アメリカ、タイ、中国)､その他

MFSタンパク調整食
チキンのハーブ焼

き

・チキンのハーブ焼き=鶏モモ(ブラジル)､こまつ菜(中国)､じゃがいも(日本)､食用調合油(-)､醸造調味料(日本)､ハーブ(メキシコ等)､塩(メキシコ)､その他・ソテー=蓮根(中国)､オリーブ油

(ー)､コンソメ(食塩（国内製造）)､にんにく(にんにく：中国)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)､パセリ(イスラエル)､その他・マリネ=カリフラワー(中国)､ド

レッシングタイプ(醸造酢（国内製造）)､その他・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､いりごま(ミャンマー、中南米、アメリカ、タイ、中国)､その他

MFSタンパク調整食 鱈のフリッター

・鱈のフリッター=タラ(アメリカ・ロシア)､じゃがいも(日本)､マスタード(日本(加工国）)､フリッター粉(日本)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)､その他・煮

物=ほうれん草(中国)､ホワイトソース(アメリカ、ニュージーランド他)､鶏胸(ブラジル)､その他・マリネ=揚げなす(中国)､ドレッシングタイプ(醸造酢（国内製造）)､その他・低たんぱく

ご飯=でんぷん米（国産）(日本)､いりごま(ミャンマー、中南米、アメリカ、タイ、中国)､その他

MFSタンパク調整食 鯖のつけ焼き

・鯖のつけ焼き=さば(アイスランド他)､菜の花(中国)､醸造調味料(日本)､食用調合油(-)､つゆ(食塩（国内製造）)､その他・煮物=人参(日本)､牛蒡(中国)､たれ(日本)､生姜(しょうが：中国)､

その他・お浸し=大根(日本)､葉だいこん(葉だいこん:中国（限定）)､レモン(レモン（アルゼンチン、イスラエル）)､かつお(インドネシア、日本)､塩(メキシコ)､その他・低たんぱくご飯=

でんぷん米（国産）(日本)､いりごま(ミャンマー、中南米、アメリカ、タイ、中国)､その他

MFSタンパク調整食
豚肉のスタミナ炒

め

・豚肉のスタミナ炒め=豚バラ(スペイン)､玉葱(日本)､にんにく醤油(醤油（国内製造）)､ニラ(中国)､人参(日本)､食用調合油(-)､塩(メキシコ)､その他・和え物=いんげん(中国)､みそ加工品

(米みそ（国内製造）)､つゆ(食塩（国内製造）)､その他・りんご=りんご（中国産）(中国)､その他・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､いりごま(ミャンマー、中南米、アメリ

カ、タイ、中国)､その他

MFSタンパク調整食
牛肉のガーリック

炒め

・牛肉のガーリック炒め=牛肩ロース(メキシコ)､ピーマン(中国)､しいたけ笠スライス(中国)､ガーリックペッパーソース(植物油脂（国内製造）)､塩(メキシコ)､その他・和え物=さといも

(中国)､みそ加工品(米みそ（国内製造）)､七味唐辛子(中国、日本、他)､その他・酢の物=人参(日本)､大根(日本)､酢(日本、アメリカ、ブラジル、中国)､上白糖(オーストラリア、日本、タ

イ、南アフリカ、フィリピン、ブラジル、グアテマラ等)､ゆず(日本)､塩(メキシコ)､その他・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､いりごま(ミャンマー、中南米、アメリカ、タ

イ、中国)､その他



MFSタンパク調整食
鱈の唐揚げ　トマ

トソース

・鱈の唐揚げ　トマトソース=タラ(アメリカ・ロシア)､玉葱(日本)､ブロッコリー(中国)､トマトピューレ(トマト：イタリア)､トマトソース(トマト（中国産）)､オリーブ油(ー)､小麦粉（国

内製造）(アメリカ、日本)､コンソメ(食塩（国内製造）)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､塩(メキシコ)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)､

その他・ソテー=ほうれん草(中国)､ベーコン(デンマーク、オランダ)､バター(日本)､塩(メキシコ)､その他・りんご=りんご（中国産）(中国)､その他・低たんぱくご飯=でんぷん米（国

産）(日本)､いりごま(ミャンマー、中南米、アメリカ、タイ、中国)､その他

MFSタンパク調整食 サーモンフライ

・サーモンフライ=キャベツタ(日本)､サケ切身(骨取り)(日本、韓国、アメリカ、ロシア、他)､玉葱(日本)､ウスターソース(てん菜())(トマト：イスラエル等)､食用調合油(-)､フレークスＢ

６(カナダ・米国・オーストラリア)､フライ調理用粉(ー)､塩(メキシコ)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)､

その他・煮物=さといも(中国)､いんげん(中国)､生姜(しょうが：中国)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､その他・お浸し=こまつ菜(中国)､つゆ(食塩（国

内製造）)､粉わさび(西洋わさび：中国)､その他・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､いりごま(ミャンマー、中南米、アメリカ、タイ、中国)､その他

MFSタンパク調整食
カレー風味の洋風

肉じゃが

・カレー風味の洋風肉じゃが=豚バラ(スペイン)､じゃがいも(日本)､玉葱(日本)､人参(日本)､オイスターソース(砂糖（韓国製造、タイ製造、国内製造）)､醸造調味料(日本)､コンソメ(食塩

（国内製造）)､カレーパウダー(インド・ベトナム)､塩(メキシコ)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､その他・ソテー=きのこミックス(中国)､バター(日

本)､胡椒(マレーシア又はインドネシア、アメリカ)､その他・お浸し=大根(日本)､葉だいこん(葉だいこん:中国（限定）)､レモン(レモン（アルゼンチン、イスラエル）)､かつお(インドネシ

ア、日本)､塩(メキシコ)､その他・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､いりごま(ミャンマー、中南米、アメリカ、タイ、中国)､その他

MFSタンパク調整食 豚肉の生姜焼き

・豚肉の生姜焼き=豚バラ(スペイン)､玉葱(日本)､キャベツタ(日本)､焼肉のたれ(醤油（国内製造）)､食用調合油(-)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､そ

の他・煮物=大根(日本)､揚げなす(中国)､インゲン(スペイン)､その他・お浸し=こまつ菜(中国)､竹輪(日本、米国、タイ、他)､つゆ(食塩（国内製造）)､いりごま(中南米、アフリカ、アメ

リカ、中国)､その他・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､いりごま(ミャンマー、中南米、アメリカ、タイ、中国)､その他

MFSタンパク調整食
あじのさっぱり梅

おろし煮

・あじのさっぱり梅おろし煮=アジ切身(骨取り)(ニュージーランド、他)､大根(日本)､梅肉加工品(梅ペースト(国内製造))､醸造調味料(日本)､生姜(しょうが：中国)､麦芽糖調製品(アメリ

カ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､まぜごはんのもと(赤しそ(中国、日本))､その他・煮物=れんこん(中国)､人参(日本)､ごま油(ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ

等、アメリカ、ブラジル等)､その他・果物=黄桃(もも（中国）)､その他・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､いりごま(ミャンマー、中南米、アメリカ、タイ、中国)､その他

MFSタンパク調整食 ぶりの塩焼き
・ぶりの塩焼き　=ブリ切身(骨取り)(韓国、他)､大根(日本)､いんげん(中国)､ぽん酢(日本（加工国）)､塩(メキシコ)､その他・煮物=人参(日本)､大根(日本)､その他・れんこんの梅和え=蓮

根(中国)､赤しそジュレ(赤しそ抽出液(中国製造))､その他・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､いりごま(ミャンマー、中南米、アメリカ、タイ、中国)､その他

MFSタンパク調整食 牛肉の黒酢炒め

・牛肉の黒酢炒め=牛バラ(メキシコ)､れんこん(中国)､玉葱(日本)､米黒酢(日本)､醸造調味料(日本)､食用調合油(-)､上白糖(オーストラリア、日本、タイ、南アフリカ、フィリピン、ブラジ

ル、グアテマラ等)､はちみつ（中国）(中国)､中華だし(日本(生産国)、ブラジル等(生産国))､塩(メキシコ)､麦芽糖調製品(アメリカ、日本、南米、地中海沿岸、東アジアなど)､唐辛子(中

国)､その他・和え物=もやし(日本)､ほうれん草(中国)､ごま油(ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ等、アメリカ、ブラジル等)､いりごま(中南米、アフリカ、アメリカ、中国)､中

華だし(日本(生産国)、ブラジル等(生産国))､塩(メキシコ)､その他・ソテー=まめ(日本)､ガーリックペッパーソース(植物油脂（国内製造）)､塩(メキシコ)､その他・低たんぱくご飯=でんぷ

ん米（国産）(日本)､いりごま(ミャンマー、中南米、アメリカ、タイ、中国)､その他


