
バランス健康食 鱈のピリ辛炒め

・鱈のピリ辛炒め=青梗菜(日本)､タラ切身(アメリカ、ロシア)､葱(日本)､片栗粉(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・

日本等))､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・大根と生揚げの煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､大根(日本)､厚揚げ(大豆())(日本)､人参(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､八方だし(日

本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､絹さや(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・中華ポテト=黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川

県）)

バランス健康食 鶏肉の梅風味揚げ

・鶏肉の梅風味揚げ=鶏胸(皮付)(日本)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､人参(中国)､蓮根(中国)､ｼｿﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(赤しそ抽出液(中国))､白ねぎ(日本)､葱(日本)､片栗粉(日本)､卵(日本他)､練り梅(梅肉(中国・日

本)、りんご果肉(日本))､生姜(中国)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))・煮物=大根(日本)､葉大根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､

砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・ゆず味噌=板こんにゃく(日本)､里芋(中国)､赤みそ(大豆(アメリカ等)・食塩(日本))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜

種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､柚子(日本)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 ポークソテー

・ポークソテー=豚ﾓﾓ(カナダ)､玉葱(日本)､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・その他))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､ｻﾗﾀﾞ油

(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・温野菜=人参(中

国)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､胡椒(インドネシア)・バスタ=なす(日本)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)､ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ(小麦(北米他))､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)・ジャーマンポテト=ｼﾞｬｶﾞｲﾓ(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イス

ラエル)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食
鶏肉の赤ワイン蒸

し

・鶏肉の赤ワイン蒸し=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､玉葱(日本)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､赤ﾜｲﾝ(米発酵調味料(日本)・ワイン(日本))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア

他)、大豆(アメリカ・南米他))､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)・きんぴらごぼう=ささがきごぼう(中国)､人参(日本)､こんにゃく(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｻﾗﾀﾞ

油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))・コンソメ煮=小松菜

(日本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 鶏肉の照り焼き

・鶏の照り焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､みりん(水

あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､その他・大根の即席漬け=大根(日本)､胡瓜(日本)､白ごま(中南米・アフ

リカ・アメリカ他)､その他・酢味噌和え=こんにゃく(日本)､赤みそ(大豆(アメリカ等)・食塩(日本))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日

本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､ﾜｶﾒ(中国)､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))､その他・甘露煮=さつまいも甘露煮(インドネシア、ベトナム)､その他・ご飯=ご飯（国産）

(日本（石川県）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､その他

バランス健康食
鮭のちゃんちゃん

焼き

・鮭のちゃんちゃん焼き=鮭(日本)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､玉葱(日本)､白ねぎ(日本)､人参(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・甘辛炒め=板こん

にゃく(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・大学

芋=黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､刻

み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))

バランス健康食 五目煮

・五目煮=豆腐(日本)､豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､たけのこ(中国)､人参(日本)､白ねぎ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､絹さや(中国)､酒(水あめ(米・南

ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､生姜(日本)・蓮のきんぴら=蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆

(アメリカ・南米他))､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・金時豆=

金時豆(金時豆(日本))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､刻み揚げ(大豆（アメ

リカ・カナダ)・植物油(日本))



バランス健康食
豚肉と青梗菜の中

華炒め

・豚肉と青梗菜の中華炒め=青梗菜(日本)､豚ﾓﾓ(カナダ)､人参(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､片栗粉(日本)・煮物=なす(日本)､厚揚げ(大豆

())(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・そら豆のバター炒め=そら豆(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)・ご飯=ご

飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))

バランス健康食
いかと野菜のカ

レー炒め

・いかと野菜のカレー炒め=イカ(ペルー)､きゅうり(日本)､玉葱(日本)､人参(日本)､セロリ(日本)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､減塩醤油(脱脂加工大豆

(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､木耳(中国)､片栗粉(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ｶ

ﾚｰ粉(東南アジア・中国)､胡椒(インドネシア)・揚げ豆腐の味噌たれ=厚揚げ(大豆())(日本)､豚ﾋｷ肉(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・小松菜の煮

浸し=小松菜(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南

米他))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食
キャベツと豚肉の

蒸し煮

・キャベツと豚肉の蒸し煮=キャベツ(日本)､豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､人参(日本)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・

大豆(アメリカ、カナダ))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､椎茸(中国)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､片栗粉(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､砂糖(オーストラ

リア・タイ・フィジー・他)・帆立のバター焼き=帆立貝柱(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)・クリーム煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､牛乳(日本)､小麦粉

(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯

（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 和風ハンバーグ

・和風ハンバーグ=豚ﾋｷ肉(日本)､豆腐(大豆())(日本)､白ねぎ(日本)､玉葱(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､筍(中国)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オースト

ラリア))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・

他)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)､片栗粉(日本)､生姜(中国)・付け合せ=あげなす(ベトナム)､ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・春雨の和え物=人参(日本)､錦

糸卵(日本、アメリカ他)､しいたけ(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､中華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・醤油(日本)・醸造酢(日本))・煮物=南瓜(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナ

ダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 揚げ鶏の味噌炒め

・揚げ鶏の味噌炒め=鶏胸(皮無)(日本)､筍(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､人参(日本)､片栗粉(日本)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､生姜(日本)､白ごま(中南米・アフ

リカ・アメリカ他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・煮浸し=かぶ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､刻み揚げ(大豆（アメリ

カ・カナダ)・植物油(日本))､ﾜｶﾒ(中国)・さつま芋のレモン煮=さつま芋(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川

県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 野菜の旨煮

・野菜の旨煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､絹さや(中国)､生姜(日本)､片栗粉(日本)・お浸し=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)・帆立のピリ辛ソ

テー=帆立貝柱(中国)､ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､白ねぎ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､生姜(中国)､生姜(日本)・付け合わせ=湯葉巻き

(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食
鯖のマスタードム

ニエル

・鯖のマスタードムニエル=ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ﾊﾟｾﾘ(アメリ

カ、イスラエル)・温野菜=人参(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ(タイ)・うずら卵とこんにゃくの煮物=板こんにゃく(日本)､うずら卵(タイ)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆

(アメリカ、カナダ))､削り節(インドネシア、国産)・ビーフンサラダ=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､赤ﾊﾟﾌﾟﾘｶ(韓国　オランダ)､胡瓜(日本)､ﾋﾞｰﾌﾝ(米（タイ）)､酢(小麦(アメリカ、オーストラ

リア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・ご飯=ご飯（国産）(日本

（石川県）)



カロリー制限食 鱈のピリ辛炒め

・鱈のピリ辛炒め=青梗菜(日本)､タラ切身(アメリカ、ロシア)､葱(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､ｺﾞﾏ油

(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・大根と生揚げの煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､大根(日本)､厚揚げ(大豆())(日本)､人参(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､八方だし(日本、アメリ

カ、カナダ、中国、タイ他)､絹さや(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・中華ポテト=黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=

ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 鶏肉の梅風味焼き

・鶏肉の梅風味焼き=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､人参(中国)､蓮根(中国)､ｼｿﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(赤しそ抽出液(中国))､葱(日本)､片栗粉(日本)､練り梅(梅肉(中国・日本)、りんご果肉(日

本))､卵(日本他)､白ねぎ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､生姜(中国)・煮物=大

根(日本)､葉大根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・ゆず味噌=板こんにゃく(日本)､里芋(中国)､赤みそ(大豆(アメリ

カ等)・食塩(日本))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､柚子(日本)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本

（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 ポークソテー

・ポークソテー=豚ﾓﾓ(カナダ)､玉葱(日本)､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・その他))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､ｻﾗﾀﾞ油

(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・温野菜=人参(中

国)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､胡椒(インドネシア)・サラダ=ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､ｺｰﾝ(中国)､ﾊﾑ(カナダ)・ポテト=ｼﾞｬｶﾞｲﾓ(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本

（石川県）)

カロリー制限食
鶏肉の赤ワイン蒸

し

・鶏肉の赤ワイン蒸し=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､玉葱(日本)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､赤ﾜｲﾝ(米発酵調味料(日本)・ワイン(日本))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア

他)、大豆(アメリカ・南米他))､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)・きんぴらごぼう=ささがきごぼう(中国)､人参(日本)､こんにゃく(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｻﾗﾀﾞ

油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))・コンソメ煮=小松菜

(日本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 鶏肉の照り焼き

・鶏の照り焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､酒(水あめ(米・南

ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))・和え物=大根(日本)､胡瓜(日本)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・酢味噌和え=こんにゃく(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリ

ア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､赤みそ(大豆(アメリカ等)・食塩(日本))､ﾜｶﾒ(中国)､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日

本))・甘露煮=さつまいも甘露煮(インドネシア、ベトナム)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリ

カ・カナダ)・植物油(日本))・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食
鮭のちゃんちゃん

焼き

・鮭のちゃんちゃん焼き=鮭(日本)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､玉葱(日本)､白ねぎ(日本)､人参(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・カレー煮=ｼﾞｬｶﾞ

芋(日本)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､砂糖(オーストラリ

ア・タイ・フィジー・他)､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・和え物=小松菜(日本)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・ご飯=ご飯

（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))・ご

飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 五目煮

・五目煮=豆腐(日本)､豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､たけのこ(中国)､人参(日本)､白ねぎ(日本)､絹さや(中国)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､生姜(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜

種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・蓮のきんぴら=蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆

(アメリカ・南米他))､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・いんげん

とコーンのソテー=ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､ｺｰﾝ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川

県）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)



カロリー制限食
豚肉と青梗菜の中

華炒め

・豚肉と青梗菜の中華炒め=青梗菜(日本)､豚ﾓﾓ(カナダ)､人参(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､片栗粉(日本)・煮物=なす(日本)､厚揚げ(大豆

())(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・そら豆のバター炒め=そら豆(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)・ご飯=ご

飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))・

ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食
いかと野菜のカ

レー炒め

・いかと野菜のカレー炒め=イカ(ペルー)､きゅうり(日本)､玉葱(日本)､人参(日本)､セロリ(日本)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､減塩醤油(脱脂加工大豆

(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､木耳(中国)､片栗粉(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ｶ

ﾚｰ粉(東南アジア・中国)､胡椒(インドネシア)・豆腐の味噌たれ=豆腐(日本)､豚ﾋｷ肉(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・小松菜の煮浸し=小松菜(日

本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・ご飯

（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食
キャベツと豚肉の

蒸し煮

・キャベツと豚肉の蒸し煮=キャベツ(日本)､豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､人参(日本)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・

大豆(アメリカ、カナダ))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､椎茸(中国)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､片栗粉(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､砂糖(オーストラ

リア・タイ・フィジー・他)・帆立のバター焼き=帆立貝柱(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)・かぼちゃの巾着=かぼちゃ(日本)､あずき(日本)､砂糖(オース

トラリア・タイ・フィジー・他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 和風ハンバーグ

・和風ハンバーグ=豚ﾋｷ肉(日本)､豆腐(大豆())(日本)､白ねぎ(日本)､玉葱(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､筍(中国)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オースト

ラリア))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・

他)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)､片栗粉(日本)､生姜(中国)・付け合せ=あげなす(ベトナム)､ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・春雨の和え物=錦糸卵(日本、

アメリカ他)､しいたけ(日本)､人参(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､中華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・醤油(日本)・醸造酢(日本))・ごま和え=ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､減塩醤油(脱

脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご

飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 揚げ鶏の味噌炒め

・揚げ鶏の味噌炒め=鶏胸(皮無)(日本)､筍(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､人参(日本)､片栗粉(日本)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､生姜(日本)､白ごま(中南米・アフ

リカ・アメリカ他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・煮浸し=かぶ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､刻み揚げ(大豆（アメリ

カ・カナダ)・植物油(日本))､ﾜｶﾒ(中国)・さつま芋のレモン煮=さつま芋(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川

県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 野菜の旨煮

・野菜の旨煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､絹さや(中国)､生姜(日本)､片栗粉(日本)・お浸し=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)・帆立のピリ辛ソ

テー=帆立貝柱(中国)､ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､白ねぎ(日本)､生姜(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､生姜(日本)・付け合わせ=湯葉巻き

(中国)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食
鯖のマスタードム

ニエル

・鯖のマスタードムニエル=ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ﾊﾟｾﾘ(アメリ

カ、イスラエル)・温野菜=ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､人参(中国)､ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ(タイ)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・うずら卵とこんにゃくの煮物=板こんにゃく(日本)､うず

ら卵(タイ)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､削り節(インドネシア、国産)・ビーフンサラダ=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､赤ﾊﾟﾌﾟﾘｶ(韓国　オランダ)､

胡瓜(日本)､ﾋﾞｰﾌﾝ(米（タイ）)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ

他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)



タンパク制限食A 鱈のピリ辛炒め

・鱈のピリ辛炒め=青梗菜(日本)､タラ切身(アメリカ、ロシア)､葱(日本)､片栗粉(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・

日本等))､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・大根と生揚げの煮物=大根(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､厚揚げ(大豆())(日本)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリ

カ、カナダ、中国、タイ他)､絹さや(中国)､粉あめ(日本)・中華ポテト=黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本

（石川県）)

タンパク制限食A 鶏肉の梅風味揚げ

・鶏肉の梅風味揚げ=鶏胸(皮付)(日本)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､人参(中国)､蓮根(中国)､ｼｿﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(赤しそ抽出液(中国))､白ねぎ(日本)､葱(日本)､片栗粉(日本)､卵(日本他)､練り梅(梅肉(中国・日

本)、りんご果肉(日本))､生姜(中国)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))・煮物=大根(日本)､葉大根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､

砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・ゆず味噌=板こんにゃく(日本)､里芋(中国)､赤みそ(大豆(アメリカ等)・食塩(日本))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜

種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､柚子(日本)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A ポークソテー

・ポークソテー=豚ﾓﾓ(カナダ)､玉葱(日本)､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・その他))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､ｻﾗﾀﾞ油

(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・温野菜=人参(中

国)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､胡椒(インドネシア)・パスタ=なす(日本)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)､ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ(小麦(北米他))､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)・ジャーマンポテト=ｼﾞｬｶﾞｲﾓ(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イス

ラエル)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A
鶏肉の赤ワイン蒸

し

・鶏肉の赤ワイン蒸し=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､玉葱(日本)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､赤ﾜｲﾝ(米発酵調味料(日本)・ワイン(日本))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア

他)、大豆(アメリカ・南米他))､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)・きんぴらごぼう=ささがきごぼう(中国)､人参(日本)､こんにゃく(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｻﾗﾀﾞ

油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))・蒸野菜=ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中

国)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A 鶏肉の照り焼き

・鶏の照り焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､酒(水あめ(米・南

ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・大根の即席漬け=大根(日本)､胡瓜(日本)､白ごま(中南米・アフリカ・

アメリカ他)・酢味噌和え=こんにゃく(日本)､粉あめ(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､赤みそ(大豆(アメリカ等)・食塩(日本))､ﾜｶﾒ(中国)､

辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))・甘露煮=さつまいも甘露煮(インドネシア、ベトナム)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、

タイ他)､人参(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A
鮭のちゃんちゃん

焼き

・鮭のちゃんちゃん焼き=鮭(日本)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､玉葱(日本)､白ねぎ(日本)､人参(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・甘辛炒め=板こん

にゃく(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・大学

芋=黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､刻

み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A 五目煮

・五目煮=豆腐(日本)､豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､たけのこ(中国)､人参(日本)､白ねぎ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､絹さや(中国)､酒(水あめ(米・南

ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､生姜(日本)・蓮のきんぴら=蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆

(アメリカ・南米他))､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・金時豆=

金時豆(金時豆(日本))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､刻み揚げ(大豆（アメ

リカ・カナダ)・植物油(日本))・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)



タンパク制限食A
豚肉と青梗菜の中

華炒め

・豚肉と青梗菜の中華炒め=青梗菜(日本)､豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､人参(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､片栗粉(日本)・煮物=なす

(日本)､厚揚げ(大豆())(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・そら豆のバター炒め=そら豆(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒(イン

ドネシア)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナ

ダ)・植物油(日本))・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A
いかと野菜のカ

レー炒め

・いかと野菜のカレー炒め=イカ(ペルー)､きゅうり(日本)､玉葱(日本)､人参(日本)､セロリ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､酒(水あめ(米・南

ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､木耳(中国)､片栗粉(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ｶ

ﾚｰ粉(東南アジア・中国)､胡椒(インドネシア)・揚げ豆腐の味噌たれ=厚揚げ(大豆())(日本)､豚ﾋｷ肉(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・小松菜の煮

浸し=小松菜(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南

米他))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A
キャベツと豚肉の

蒸し煮

・キャベツと豚肉の蒸し煮=キャベツ(日本)､豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､人参(日本)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・

大豆(アメリカ、カナダ))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､椎茸(中国)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､片栗粉(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､砂糖(オーストラ

リア・タイ・フィジー・他)・帆立のバター焼き=帆立貝柱(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)・クリーム煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､牛乳(日本)､小麦粉

(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯

（国産）(日本（石川県）)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A 和風ハンバーグ

・和風ハンバーグ=豚ﾋｷ肉(日本)､豆腐(大豆())(日本)､白ねぎ(日本)､玉葱(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､筍(中国)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オースト

ラリア))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・

他)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)､片栗粉(日本)､生姜(中国)・付け合せ=あげなす(ベトナム)､ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・春雨の和え物=錦糸卵(日本、

アメリカ他)､しいたけ(日本)､人参(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､中華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・醤油(日本)・醸造酢(日本))・煮物=南瓜(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナ

ダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A 揚げ鶏の味噌炒め

・揚げ鶏の味噌炒め=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､筍(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､人参(日本)､片栗粉(日本)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オース

トラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､生姜(日本)・煮浸し=かぶ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､刻み揚げ(大豆（ア

メリカ・カナダ)・植物油(日本))､ﾜｶﾒ(中国)・さつま芋のレモン煮=さつま芋(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石

川県）)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A 野菜の旨煮

・野菜の旨煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､絹さや(中国)､生姜(日本)､片栗粉(日本)・お浸し=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)・帆立のピリ辛ソ

テー=帆立貝柱(中国)､ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､白ねぎ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､生姜(中国)､生姜(日本)・付け合わせ=湯葉巻き

(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A
鯖のマスタードム

ニエル

・鯖のマスタードムニエル=ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ﾊﾟｾﾘ(アメリ

カ、イスラエル)・温野菜=人参(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ(タイ)・うずら卵とこんにゃくの煮物=板こんにゃく(日本)､うずら卵(タイ)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆

(アメリカ、カナダ))､削り節(インドネシア、国産)・ビーフンサラダ=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､赤ﾊﾟﾌﾟﾘｶ(韓国　オランダ)､胡瓜(日本)､ﾋﾞｰﾌﾝ(米（タイ）)､酢(小麦(アメリカ、オーストラ

リア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・ご飯=ご飯（国産）(日本

（石川県）)



タンパク制限食B 鱈のピリ辛炒め

・鱈のピリ辛炒め=青梗菜(日本)､タラ切身(アメリカ、ロシア)､葱(日本)､片栗粉(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・

日本等))､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・大根と生揚げの煮物=大根(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､厚揚げ(大豆())(日本)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリ

カ、カナダ、中国、タイ他)､絹さや(中国)､粉あめ(日本)・中華ポテト=黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラ

ジル)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食B 鶏肉の梅風味揚げ

・鶏肉の梅風味揚げ=鶏胸(皮付)(日本)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､人参(中国)､蓮根(中国)､ｼｿﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(赤しそ抽出液(中国))､白ねぎ(日本)､葱(日本)､片栗粉(日本)､卵(日本他)､練り梅(梅肉(中国・日

本)、りんご果肉(日本))､生姜(中国)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))・煮物=大根(日本)､葉大根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､

砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・ゆず味噌=板こんにゃく(日本)､里芋(中国)､赤みそ(大豆(アメリカ等)・食塩(日本))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜

種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､柚子(日本)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石

川県）)

タンパク制限食B ポークソテー

・ポークソテー=豚ﾓﾓ(カナダ)､玉葱(日本)､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・その他))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､ｻﾗﾀﾞ油

(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・温野菜=人参(中

国)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､胡椒(インドネシア)・パスタ=なす(日本)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)､ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ(小麦(北米他))､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)・マッシュポテト=ｼﾞｬｶﾞｲﾓ(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラ

エル)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食B
鶏肉の赤ワイン蒸

し

・鶏肉の赤ワイン蒸し=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､玉葱(日本)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､赤ﾜｲﾝ(米発酵調味料(日本)・ワイン(日本))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア

他)、大豆(アメリカ・南米他))､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)・きんぴらごぼう=ささがきごぼう(中国)､人参(日本)､こんにゃく(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｻﾗﾀﾞ

油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))・蒸野菜=ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中

国)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食B 鶏肉の照り焼き

・鶏の照り焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､酒(水あめ(米・南

ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・和え物=大根(日本)､胡瓜(日本)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ

他)・酢味噌和え=こんにゃく(日本)､粉あめ(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､赤みそ(大豆(アメリカ等)・食塩(日本))､ﾜｶﾒ(中国)､辛子(から

し粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))・甘露煮=さつまいも甘露煮(インドネシア、ベトナム)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中

国、タイ他)､人参(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食B
鮭のちゃんちゃん

焼き

・鮭のちゃんちゃん焼き=鮭(日本)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､玉葱(日本)､白ねぎ(日本)､人参(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・甘辛炒め=板こん

にゃく(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・大学

芋=黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､八方だし

(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食B 五目煮

・五目煮=豆腐(日本)､豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､たけのこ(中国)､人参(日本)､白ねぎ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､絹さや(中国)､酒(水あめ(米・南

ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､生姜(日本)・蓮のきんぴら=蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆

(アメリカ・南米他))､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・金時豆=

金時豆(金時豆(日本))・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､八方だし(日本、アメリカ、

カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)



タンパク制限食B
豚肉と青梗菜の中

華炒め

・豚肉と青梗菜の中華炒め=青梗菜(日本)､豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､人参(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､片栗粉(日本)・煮物=なす

(日本)､厚揚げ(大豆())(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・そら豆のバター炒め=そら豆(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒(イン

ドネシア)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中

国、タイ他)､人参(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食B
いかと野菜のカ

レー炒め

・いかと野菜のカレー炒め=イカ(ペルー)､きゅうり(日本)､玉葱(日本)､人参(日本)､セロリ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､酒(水あめ(米・南

ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､木耳(中国)､片栗粉(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ｶ

ﾚｰ粉(東南アジア・中国)､胡椒(インドネシア)・揚げ豆腐の味噌たれ=厚揚げ(大豆())(日本)､豚ﾋｷ肉(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・小松菜の煮

浸し=小松菜(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南

米他))・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、

タイ他)､人参(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食B
キャベツと豚肉の

蒸し煮

・キャベツと豚肉の蒸し煮=キャベツ(日本)､豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､人参(日本)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・

大豆(アメリカ、カナダ))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､椎茸(中国)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､片栗粉(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､砂糖(オーストラ

リア・タイ・フィジー・他)・ナムル=大根(日本)､ﾊﾑ(カナダ)､人参(日本)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日

本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・クリーム煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日

本)､牛乳(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・低たんぱくご飯=ご飯（国

産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､刻み揚げ(大豆

タンパク制限食B 和風ハンバーグ

・和風ハンバーグ=豚ﾋｷ肉(日本)､豆腐(大豆())(日本)､白ねぎ(日本)､玉葱(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､筍(中国)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オースト

ラリア))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・

他)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)､片栗粉(日本)､生姜(中国)・付け合せ=あげなす(ベトナム)､ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・春雨の和え物=錦糸卵(日本、

アメリカ他)､しいたけ(日本)､人参(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､中華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・醤油(日本)・醸造酢(日本))・ごま和え=ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､減塩醤油(脱

脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石

川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食B 揚げ鶏の味噌炒め

・揚げ鶏の味噌炒め=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､筍(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､人参(日本)､片栗粉(日本)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オース

トラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､生姜(日本)・煮浸し=かぶ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､刻み揚げ(大豆（ア

メリカ・カナダ)・植物油(日本))､ﾜｶﾒ(中国)・さつま芋のレモン煮=さつま芋(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)・低たんぱくご飯=ご飯（国

産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食B 野菜の旨煮

・野菜の旨煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､絹さや(中国)､生姜(日本)､片栗粉(日本)､その他・お浸し=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､その他・

帆立のピリ辛ソテー=帆立貝柱(中国)､ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､白ねぎ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､生姜(中国)､生姜(日本)､その

他・付け合わせ=湯葉巻き(中国)､その他・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)､その他

タンパク制限食B
鯖のマスタードム

ニエル

・鯖のマスタードムニエル=ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ﾊﾟｾﾘ(アメリ

カ、イスラエル)､その他・温野菜=人参(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ(タイ)､その他・こんにゃくの煮物=板こんにゃく(日本)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、

カナダ))､削り節(インドネシア、国産)､その他・ビーフンサラダ=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､赤ﾊﾟﾌﾟﾘｶ(韓国　オランダ)､胡瓜(日本)､ﾋﾞｰﾌﾝ(米（タイ）)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリ

ア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､その他・低たんぱくご飯=ご飯

（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)､その他



タンパク制限食C 鱈のピリ辛炒め

・鱈のピリ辛炒め=青梗菜(日本)､タラ切身(アメリカ、ロシア)､葱(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､ｺﾞﾏ油

(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・大根と生揚げの煮物=大根(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､厚揚げ(大豆())(日本)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中

国、タイ他)､絹さや(中国)､粉あめ(日本)・中華ポテト=黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・低たんぱ

くご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)

タンパク制限食C 鶏肉の梅風味焼き

・鶏肉の梅風味焼き=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､人参(中国)､蓮根(中国)､ｼｿﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(赤しそ抽出液(中国))､葱(日本)､片栗粉(日本)､練り梅(梅肉(中国・日本)、りんご果肉(日

本))､卵(日本他)､白ねぎ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､生姜(中国)・煮物=大

根(日本)､葉大根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・ゆず味噌=板こんにゃく(日本)､里芋(中国)､赤みそ(大豆(アメリ

カ等)・食塩(日本))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､柚子(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本

（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)

タンパク制限食C ポークソテー

・ポークソテー=豚ﾓﾓ(カナダ)､玉葱(日本)､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・その他))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､ｻﾗﾀﾞ油

(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)､その他・温野菜

=人参(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､胡椒(インドネシア)､その他・サラダ=ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､ｺｰﾝ(中国)､ﾊﾑ(カナダ)､その他・マッシュポテト=ｼﾞｬｶﾞｲﾓ(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)､そ

の他・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)､その他

タンパク制限食C
鶏肉の赤ワイン蒸

し

・鶏肉の赤ワイン蒸し=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､玉葱(日本)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､赤ﾜｲﾝ(米発酵調味料(日本)・ワイン(日本))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア

他)、大豆(アメリカ・南米他))､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)・きんぴらごぼう=ささがきごぼう(中国)､人参(日本)､こんにゃく(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｻﾗﾀﾞ

油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))・コンソメ煮=小松菜

(日本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・低たんぱくご飯=

ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)

タンパク制限食C 鶏肉の照り焼き

・鶏の照り焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､酒(水あめ(米・南

ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))・和え物=大根(日本)､胡瓜(日本)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・酢味噌和え=こんにゃく(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリ

ア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､赤みそ(大豆(アメリカ等)・食塩(日本))､ﾜｶﾒ(中国)､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日

本))・甘露煮=さつまいも甘露煮(インドネシア、ベトナム)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､刻み揚げ(大

豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)

タンパク制限食C
鮭のちゃんちゃん

焼き

・鮭のちゃんちゃん焼き=鮭(日本)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､玉葱(日本)､白ねぎ(日本)､人参(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・こんにゃくの甘辛

炒め=板こんにゃく(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南

米他))・和え物=小松菜(日本)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・低た

んぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))・低たんぱくご飯=ご飯

（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)

タンパク制限食C 五目煮

・五目煮=豆腐(日本)､豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､たけのこ(中国)､人参(日本)､白ねぎ(日本)､絹さや(中国)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､生姜(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜

種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・蓮のきんぴら=蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆

(アメリカ・南米他))､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・いんげん

とコーンのソテー=ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､ｺｰﾝ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブ

ラジル)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))・低たんぱ

くご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)



タンパク制限食C
豚肉と青梗菜の中

華炒め

・豚肉と青梗菜の中華炒め=青梗菜(日本)､豚ﾓﾓ(カナダ)､人参(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､片栗粉(日本)・煮物=なす(日本)､厚揚げ(大豆

())(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・そら豆のバター炒め=そら豆(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)・低たん

ぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参

(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)

タンパク制限食C
いかと野菜のカ

レー炒め

・いかと野菜のカレー炒め=イカ(ペルー)､きゅうり(日本)､玉葱(日本)､人参(日本)､セロリ(日本)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､減塩醤油(脱脂加工大豆

(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､木耳(中国)､片栗粉(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ｶ

ﾚｰ粉(東南アジア・中国)､胡椒(インドネシア)・豆腐の味噌たれ=豆腐(日本)､豚ﾋｷ肉(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・小松菜の煮浸し=小松菜(日

本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・低たん

ぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参

(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)

タンパク制限食C
キャベツと豚肉の

蒸し煮

・キャベツと豚肉の蒸し煮=キャベツ(日本)､豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､人参(日本)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・

大豆(アメリカ、カナダ))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､椎茸(中国)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､片栗粉(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､砂糖(オーストラ

リア・タイ・フィジー・他)・ナムル=大根(日本)､ﾊﾑ(カナダ)､人参(日本)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日

本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・かぼちゃの巾着=かぼちゃ(日本)､あ

ずき(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川

県）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、

タンパク制限食C 和風ハンバーグ

・和風ハンバーグ=豚ﾋｷ肉(日本)､豆腐(大豆())(日本)､白ねぎ(日本)､玉葱(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､筍(中国)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オースト

ラリア))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・

他)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)､片栗粉(日本)､生姜(中国)・付け合せ=あげなす(ベトナム)､ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・春雨の和え物=人参(日本)､錦

糸卵(日本、アメリカ他)､しいたけ(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､中華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・醤油(日本)・醸造酢(日本))・ごま和え=ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､減塩醤油(脱

脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石

川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)

タンパク制限食C 揚げ鶏の味噌炒め

・揚げ鶏の味噌炒め=鶏胸(皮無)(日本)､筍(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､人参(日本)､片栗粉(日本)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､生姜(日本)､白ごま(中南米・アフ

リカ・アメリカ他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・煮浸し=かぶ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ﾜｶﾒ(中国)・煮物=板こ

んにゃく(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ

他))・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・低たんぱく

ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)

タンパク制限食C 野菜の旨煮

・野菜の旨煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､絹さや(中国)､生姜(日本)､片栗粉(日本)､その他・お浸し=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､その他・

帆立のピリ辛ソテー=帆立貝柱(中国)､ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､白ねぎ(日本)､生姜(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､生姜(日本)､その

他・付け合わせ=湯葉巻き(中国)､その他・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)､その他

タンパク制限食C
鯖のマスタードム

ニエル

・鯖のマスタードムニエル=ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ﾊﾟｾﾘ(アメリ

カ、イスラエル)・温野菜=ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､人参(中国)､ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ(タイ)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・こんにゃくの煮物=板こんにゃく(日本)､減塩醤油(脱脂

加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､削り節(インドネシア、国産)・ビーフンサラダ=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､赤ﾊﾟﾌﾟﾘｶ(韓国　オランダ)､胡瓜(日本)､ﾋﾞｰﾌﾝ(米（タ

イ）)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞ

ﾗｼﾞﾙ等))・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)



塩分制限食 鱈のピリ辛炒め

・鱈のピリ辛炒め=青梗菜(日本)､タラ切身(アメリカ、ロシア)､葱(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､ｺﾞﾏ油

(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・大根と生揚げの煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､大根(日本)､厚揚げ(大豆())(日本)､人参(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､八方だし(日本、アメリ

カ、カナダ、中国、タイ他)､絹さや(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・中華ポテト=黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=

ご飯（国産）(日本（石川県）)

塩分制限食 鶏肉の梅風味焼き

・鶏肉の梅風味焼き=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､人参(中国)､蓮根(中国)､ｼｿﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(赤しそ抽出液(中国))､葱(日本)､片栗粉(日本)､練り梅(梅肉(中国・日本)、りんご果肉(日

本))､卵(日本他)､白ねぎ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､生姜(中国)・煮物=大

根(日本)､葉大根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・ゆず味噌=板こんにゃく(日本)､里芋(中国)､赤みそ(大豆(アメリ

カ等)・食塩(日本))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､柚子(日本)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・

ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

塩分制限食 ポークソテー

・ポークソテー=豚ﾓﾓ(カナダ)､玉葱(日本)､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・その他))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､ｻﾗﾀﾞ油

(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・温野菜=人参(中

国)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､胡椒(インドネシア)・サラダ=ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､ｺｰﾝ(中国)､ﾊﾑ(カナダ)・マッシュポテト=ｼﾞｬｶﾞｲﾓ(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・ご飯=ご飯（国産）(日本

（石川県）)

塩分制限食
鶏肉の赤ワイン蒸

し

・鶏肉の赤ワイン蒸し=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､玉葱(日本)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､赤ﾜｲﾝ(米発酵調味料(日本)・ワイン(日本))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア

他)、大豆(アメリカ・南米他))､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)・きんぴらごぼう=ささがきごぼう(中国)､人参(日本)､こんにゃく(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｻﾗﾀﾞ

油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))・コンソメ煮=小松菜

(日本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

塩分制限食 鶏肉の照り焼き

・鶏の照り焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､みりん(水

あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))・大根の即席漬け=大根(日本)､胡瓜(日本)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・酢味噌和え=こんにゃく(日本)､赤みそ(大豆(アメリカ

等)・食塩(日本))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､ﾜｶﾒ(中国)､辛子(からし粉(カナダ)、コーンス

ターチ(日本))・甘露煮=さつまいも甘露煮(インドネシア、ベトナム)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､刻み揚げ(大

豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

塩分制限食
鮭のちゃんちゃん

焼き

・鮭のちゃんちゃん焼き=鮭(日本)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､玉葱(日本)､白ねぎ(日本)､人参(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・カレー煮=ｼﾞｬｶﾞ

芋(日本)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､砂糖(オーストラリ

ア・タイ・フィジー・他)､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・和え物=小松菜(日本)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・ご飯=ご飯

（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))・ご

飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

塩分制限食 五目煮

・五目煮=豆腐(日本)､豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､たけのこ(中国)､人参(日本)､白ねぎ(日本)､絹さや(中国)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､生姜(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜

種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・蓮のきんぴら=蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆

(アメリカ・南米他))､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・いんげん

とコーンのソテー=ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､ｺｰﾝ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川

県）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)



塩分制限食
豚肉と青梗菜の中

華炒め

・豚肉と青梗菜の中華炒め=青梗菜(日本)､豚ﾓﾓ(カナダ)､人参(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､片栗粉(日本)・煮物=なす(日本)､厚揚げ(大豆

())(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・そら豆のバター炒め=そら豆(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)・ご飯=ご

飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))・

ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

塩分制限食
いかと野菜のカ

レー炒め

・いかと野菜のカレー炒め=イカ(ペルー)､きゅうり(日本)､玉葱(日本)､人参(日本)､セロリ(日本)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､減塩醤油(脱脂加工大豆

(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､木耳(中国)､片栗粉(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ｶ

ﾚｰ粉(東南アジア・中国)､胡椒(インドネシア)・豆腐の味噌たれ=豆腐(日本)､豚ﾋｷ肉(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・小松菜の煮浸し=小松菜(日

本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・ご飯=

ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

塩分制限食
キャベツと豚肉の

蒸し煮

・キャベツと豚肉の蒸し煮=キャベツ(日本)､豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､人参(日本)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・

大豆(アメリカ、カナダ))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､椎茸(中国)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､片栗粉(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､砂糖(オーストラ

リア・タイ・フィジー・他)・帆立のバター焼き=帆立貝柱(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)・かぼちゃの巾着=かぼちゃ(日本)､あずき(日本)､砂糖(オース

トラリア・タイ・フィジー・他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

塩分制限食 和風ハンバーグ

・和風ハンバーグ=豚ﾋｷ肉(日本)､豆腐(大豆())(日本)､白ねぎ(日本)､玉葱(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､筍(中国)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オースト

ラリア))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・

他)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)､片栗粉(日本)､生姜(中国)・付け合せ=あげなす(ベトナム)､ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・春雨の和え物=錦糸卵(日本、

アメリカ他)､しいたけ(日本)､人参(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､中華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・醤油(日本)・醸造酢(日本))・ごま和え=ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､減塩醤油(脱

脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご

飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

塩分制限食 揚げ鶏の味噌炒め

・揚げ鶏の味噌炒め=鶏胸(皮無)(日本)､筍(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､人参(日本)､片栗粉(日本)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､生姜(日本)､白ごま(中南米・アフ

リカ・アメリカ他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・煮浸し=かぶ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､刻み揚げ(大豆（アメリ

カ・カナダ)・植物油(日本))､ﾜｶﾒ(中国)・さつま芋のレモン煮=さつま芋(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川

県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

塩分制限食 野菜の旨煮

・野菜の旨煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､絹さや(中国)､生姜(日本)､片栗粉(日本)・お浸し=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)・帆立のピリ辛ソ

テー=帆立貝柱(中国)､ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､白ねぎ(日本)､生姜(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､生姜(日本)・付け合わせ=湯葉巻き

(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

塩分制限食
鯖のマスタードム

ニエル

・鯖のマスタードムニエル=ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ﾊﾟｾﾘ(アメリ

カ、イスラエル)・温野菜=ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､人参(中国)､ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ(タイ)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・うずら卵とこんにゃくの煮物=板こんにゃく(日本)､うず

ら卵(タイ)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､削り節(インドネシア、国産)・ビーフンサラダ=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､赤ﾊﾟﾌﾟﾘｶ(韓国　オランダ)､

胡瓜(日本)､ﾋﾞｰﾌﾝ(米（タイ）)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ

他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)


