
バランス健康食 炒り鶏

・炒り鶏=大根(日本)､鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､しいたけ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､里芋(中国)､うずら卵(タイ)､人参(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・精進揚げ=ささがきごぼう(中国)､天ﾌﾟﾗ粉(小麦(アメリカ・日本)・デン粉(ア

メリカ・南アフリカ他)・卵黄粉(インド他))､ししとうがらし(日本)､人参(日本)・ゆず浸し=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ゆず(日本)､柚子(日本)・和え

物=帆立貝柱(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))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 あんこうの味噌鍋

・あんこうの味噌鍋=あんこう(中国)､白菜(日本)､豆腐(日本)､しいたけ(日本)､調理みそ(日本)､白ねぎ(日本)､人参(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))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・磯辺揚げ=蓮根(中国)､フリッター粉(日本)､青のり(アオサ(日本))・さつま芋のレモン煮=さつま芋(日本)､粉あめ(日本)､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 鯵の生姜風味焼き

・鯵の生姜風味焼き=アジ切身(ノルウェー)､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､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))､生姜(日本)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・しし唐とピーマンのおかか煮=ししとうがらし(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(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)､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))､削り節(インドネシア、国

産)・昆布と大根の含め煮=大根(日本)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､昆布(日本)・オクラとツナの山葵マヨネーズ=オクラ(日本　タイ　フィリピン)､ﾂﾅ(キハダマグロ(西部太平洋等))､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメ

リカ、カナダ）、卵（日本）)､粉わさび(中国・カナダ・日本・アメリカ)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 回鍋肉

・回鍋肉=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､豚肩ﾛｰｽ(メキシコ)､ﾋﾟｰﾏﾝ(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))・酢の物=しいたけ(日本)､胡瓜(日本)､春雨(緑豆（中国）えん

どう豆（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))・煮物=南瓜(中国)､鶏胸挽肉(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､片栗粉(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）)､ゆかり(日本･中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 さばの味噌煮

・さばの味噌煮=ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、中国)､人参(中国)､絹さや(中国)､生姜(日本)､生姜(中国)・精進揚げ=さつま芋(日本)､南瓜(日本　メキシコ　トンガ　ニュージーランド)､天ﾌﾟﾗ粉

(小麦(アメリカ・日本)・デン粉(アメリカ・南アフリカ他)・卵黄粉(インド他))､ししとうがらし(日本)・ぜんまいの煮物=ぜんまい(中国)､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）)

バランス健康食
高野豆腐と野菜の

炊き合わせ

・高野豆腐と野菜の炊き合わせ=しいたけ(日本)､高野豆腐(アメリカ・カナダ)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､いんげん(日本)､そら豆(中国)､砂糖(オース

トラリア・タイ・フィジー・他)・ほうれん草のソテー=ほうれん草(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))､ｺｰﾝ(中国)､胡椒(インドネシ

ア)・花野菜のスープ煮=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(インド)､人参(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食
鶏肉とザーサイの

ソテー

・鶏肉とザーサイのソテー=鶏モモ(皮無)(ブラジル)､たけのこ(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(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))､ザーサイ(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))､片栗粉(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)､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)・なすの生姜醤油=揚げなす(ベトナム)､生姜(中国)・茶巾絞り=かぼ

ちゃ(日本)､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)､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）)



バランス健康食
帆立のクリームシ

チュー

・帆立のクリームシチュー=ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､帆立貝柱(北海道)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､人参(中国)､牛乳(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)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・お浸し=ほうれん草(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､削り節(インドネシア、国産)・マカロニサ

ラダ=ﾏｶﾛﾆ(小麦（北米他）)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)・コンポート=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）)

バランス健康食 春雨の中華炒め

・春雨の中華炒め=豚ﾓﾓ(カナダ)､青梗菜(日本)､白葱(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､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)､椎茸(中国)､木耳(中国)､生姜(日本)・しゅうまい=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・サラダ=かぼちゃ(日本　メキシコ　トンガ　ニュージーランド)､玉葱(日本)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメ

リカ、カナダ）、卵（日本）)､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)､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 豚肉の磯辺焼き

・豚肉の磯辺焼き=豚ﾋｷ肉(日本)､卵(日本他)､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))､片栗粉(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､生姜(中

国)､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))､その他・炒め物=人参(日本)､卵(日本他)､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))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)､胡椒(インドネシア)､その他・天ぷら=南瓜(日本　メキシコ　トンガ　ニュージーランド)､なす(日本)､天ﾌﾟﾗ粉(小

麦(アメリカ・日本)・デン粉(アメリカ・南アフリカ他)・卵黄粉(インド他))､ししとうがらし(日本)､その他・おかか炒め=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)､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))､削り節(インドネシア、国産)､その他・ご飯=ご飯

（国産）(日本（石川県）)､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))､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､顆粒風味調味料(日本、アメリ

バランス健康食 ミートローフ

・ミートローフ=豚ﾋｷ肉(日本)､人参(中国)､ﾄﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ(玉葱(中国)、小麦粉(オーストラリア他)、食用動物油脂(中国他))､玉葱(日本)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､卵(日本他)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ)､ﾊﾟﾝ

粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､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))､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(アメリカ))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィ

ジー・他)､黒胡椒(マレーシア他)・大根といかの煮物=大根(日本)､いか(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､オクラ(日本　タイ　フィリピン)､砂糖(オーストラリ

ア・タイ・フィジー・他)・小松菜のお浸し=小松菜(日本)､削り節(インドネシア、国産)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､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))､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)

バランス健康食
生揚げと海老の煮

込み

・生揚げと海老の煮込み=青梗菜(日本)､厚揚げ(大豆())(日本)､海老(インド)､人参(日本)､うずら卵(タイ)､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)､

片栗粉(日本)､椎茸(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))・じゃがいものそぼろ煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カ

ナダ、中国、タイ他)､豚ﾋｷ肉(日本)､生姜(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・ナムル=胡瓜(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))､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､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)､木耳(中国)､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）)､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))､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)

バランス健康食
さわらの粕漬け焼

き

・さわらの粕漬け焼き=さわら(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))・付け合わせ=ししとうがらし(日本)・炒り煮=蓮根(中国)､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)､絹さや(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・ソ

テー=春菊(日本)､ﾍﾞｰｺﾝ(デンマーク)､人参(日本)､ｵｲｽﾀｰｿｰｽ(魚介エキス(日本他）)､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))､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）)､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))､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物

油(日本))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)

バランス健康食 肉団子の照り煮

・肉団子の照り煮=鶏胸挽肉(日本)､たけのこ(中国)､玉葱(日本)､人参(日本)､卵(日本他)､玉葱(日本)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､八方だし(日本、アメリカ、カナ

ダ、中国、タイ他)､絹さや(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))､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))､片栗粉(日

本)､椎茸(中国)､生姜(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､黒胡椒(マレーシア他)・酢味噌和え=板こんにゃく(日本)､イカ(ペルー)､白みそ(大豆（カナダ、アメリカ）)､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)､ﾜｶﾒ(中国)・和え物=なす(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中

国、タイ他)､ﾈｷﾞ(中国)､生姜(中国)・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）)､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))､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)



カロリー制限食 炒り鶏

・炒り鶏=大根(日本)､鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､しいたけ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､里芋(中国)､うずら卵(タイ)､人参(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・ゆず浸し=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ゆ

ず(日本)､柚子(日本)・和え物=帆立貝柱(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))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本

（石川県）)､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))､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)

カロリー制限食 あんこうの味噌鍋

・あんこうの味噌鍋=あんこう(中国)､白菜(日本)､豆腐(日本)､しいたけ(日本)､調理みそ(日本)､白ねぎ(日本)､人参(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))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・磯辺揚げ=蓮根(中国)､フリッター粉(日本)､青のり(アオサ(日本))・さつま芋のレモン煮=さつま芋(日本)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)､砂糖(オーストラ

リア・タイ・フィジー・他)・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）)､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))､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)

カロリー制限食 鯵の生姜風味焼き

・鯵の生姜風味焼き=アジ切身(ノルウェー)､白ねぎ(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､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))､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))・しし唐とピーマンのおかか煮=ししとうがらし(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(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)､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))､削り節(インドネシア、

国産)・昆布と大根の含め煮=大根(日本)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､昆布(日本)・オクラとツナの山葵マヨネーズ=オクラ(日本　タイ　フィリピン)､ﾂﾅ(キハダマグロ(西部太平洋等))､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（ア

メリカ、カナダ）、卵（日本）)､粉わさび(中国・カナダ・日本・アメリカ)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 回鍋肉

・回鍋肉=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､ﾋﾟｰﾏﾝ(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))・酢の物=しいたけ(日本)､胡瓜(日本)､春雨(緑豆（中国）えん

どう豆（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))・煮物=南瓜(中国)､鶏胸挽肉(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､片栗粉(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）)､ゆかり(日本･中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 さばの味噌煮

・さばの味噌煮=ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、中国)､人参(中国)､絹さや(中国)､生姜(日本)､生姜(中国)・精進揚げ=なす(日本)､しいたけ(日本)､天ﾌﾟﾗ粉(小麦(アメリカ・日本)・デン粉(アメリ

カ・南アフリカ他)・卵黄粉(インド他))､ししとうがらし(日本)・ぜんまいの煮物=ぜんまい(中国)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・ご飯（国産米）=ご飯

（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食
高野豆腐と野菜の

炊き合わせ

・高野豆腐と野菜の炊き合わせ=しいたけ(日本)､高野豆腐(アメリカ・カナダ)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､いんげん(日本)､そら豆(中国)､砂糖(オース

トラリア・タイ・フィジー・他)・ほうれん草のソテー=ほうれん草(日本)､ｺｰﾝ(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))､胡椒(インドネシア)・花野菜の

スープ煮=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(インド)､人参(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食
鶏肉とザーサイの

ソテー

・鶏肉とザーサイのソテー=鶏モモ(皮無)(ブラジル)､たけのこ(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(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))､ザーサイ(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))､片栗粉(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)､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)・なすの生姜醤油=揚げなす(ベトナム)､生姜(中国)・茶巾絞り=かぼ

ちゃ(日本)､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)



カロリー制限食
帆立のクリームシ

チュー

・帆立のクリームシチュー=帆立貝柱(北海道)､ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､玉葱(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､人参(中国)､牛乳(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)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・お浸し=ほうれん草(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､削り節(インドネシア、国産)・チキンのバ

ジル焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)・コンポート=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（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 春雨の中華炒め
・春雨の中華炒め=豚ﾓﾓ(カナダ)､青梗菜(日本)､白葱(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､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)､椎茸(中国)､木耳(中国)､生姜(日本)・しゅうまい=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・サラダ=南瓜(中国)､玉葱(日本)､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 豚肉の磯辺焼き

・豚肉の磯辺焼き=豚ﾋｷ肉(日本)､卵(日本他)､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))､片栗粉(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､生姜(中

国)､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))､その他・炒め物=人参(日本)､卵(日本他)､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))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)､胡椒(インドネシア)､その他・焼き野菜=南瓜(日本　メキシコ　トンガ　ニュージーランド)､ししとうがらし(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))､その他・おかか炒め=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)､削り節(インドネシア、国産)､その他・フルーツ=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)､その他・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､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))､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)､その他

カロリー制限食 ミートローフ

・ミートローフ=豚ﾋｷ肉(日本)､人参(中国)､ﾄﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ(玉葱(中国)、小麦粉(オーストラリア他)、食用動物油脂(中国他))､玉葱(日本)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､卵(日本他)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ)､ﾊﾟﾝ

粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､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))､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(アメリカ))､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）)､黒胡椒(マレーシア他)・大根といかの煮物=大根(日本)､いか(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､オクラ(日本

タイ　フィリピン)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・小松菜のお浸し=小松菜(日本)､削り節(インドネシア、国産)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・フルーツ=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟ

ﾙ(コスタリカ)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､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))､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､顆

粒風味調味料(日本、アメリカ)

カロリー制限食
生揚げと海老の煮

込み

・生揚げと海老の煮込み=青梗菜(日本)､厚揚げ(大豆())(日本)､海老(インド)､うずら卵(タイ)､人参(日本)､生姜(中国)､片栗粉(日本)､椎茸(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))､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))・じゃがいものそぼろ煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カ

ナダ、中国、タイ他)､豚ﾋｷ肉(日本)､生姜(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・ナムル=胡瓜(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))､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､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)､木耳(中国)､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）)・フルーツ=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､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))､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)

カロリー制限食
さわらの粕漬け焼

き

・さわらの粕漬け焼き=さわら(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))・付け合わせ=ししとうがらし(日本)・炒り煮=蓮根(中国)､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)､絹さや(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・胡麻

和え=春菊(日本)､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))､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､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）)､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))､刻み揚げ(大豆（アメリ

カ・カナダ)・植物油(日本))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)

カロリー制限食 肉団子の照り煮

・肉団子の照り煮=鶏胸挽肉(日本)､たけのこ(中国)､玉葱(日本)､人参(日本)､卵(日本他)､玉葱(日本)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､八方だし(日本、アメリカ、カナ

ダ、中国、タイ他)､絹さや(中国)､片栗粉(日本)､椎茸(中国)､生姜(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)､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))､黒胡椒(マレーシア他)・酢味噌和え=板こんにゃく(日本)､イカ(ペルー)､白みそ(大豆（カナダ、アメリカ）)､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)､ﾜｶﾒ(中国)・和え物=なす(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナ

ダ、中国、タイ他)､ﾈｷﾞ(中国)､生姜(中国)・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）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､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))､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)



タンパク制限食A 炒り鶏

・炒り鶏=大根(日本)､鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､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)､しいたけ(日本)､里芋(中国)､うずら卵(タイ)､人参(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・精進揚げ=ささがきごぼう(中国)､天ﾌﾟﾗ粉(小麦(アメリカ・日本)・デン粉(ア

メリカ・南アフリカ他)・卵黄粉(インド他))､ししとうがらし(日本)､人参(日本)・ゆず浸し=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ゆず(日本)､柚子(日本)・ご飯

=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A あんこうの味噌鍋

・あんこうの味噌鍋=あんこう(中国)､白菜(日本)､豆腐(日本)､しいたけ(日本)､調理みそ(日本)､白ねぎ(日本)､人参(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))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・磯辺揚げ=蓮根(中国)､フリッター粉(日本)､青のり(アオサ(日本))・さつま芋のレモン煮=さつま芋(日本)､粉あめ(日本)､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）)

タンパク制限食A 鯵の生姜風味焼き

・鯵の生姜風味焼き=アジ切身(ノルウェー)､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､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))､生姜(日本)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・しし唐とピーマンのおかか煮=ししとうがらし(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(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)､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))､削り節(インドネシア、国

産)・昆布と大根の含め煮=大根(日本)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､昆布(日本)・オクラとツナの山葵マヨネーズ=オクラ(日本　タイ　フィリピン)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､ﾂﾅ

(キハダマグロ(西部太平洋等))､粉わさび(中国・カナダ・日本・アメリカ)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A 回鍋肉

・回鍋肉=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､豚肩ﾛｰｽ(メキシコ)､ﾋﾟｰﾏﾝ(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))・酢の物=しいたけ(日本)､胡瓜(日本)､春雨(緑豆（中国）えん

どう豆（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))・煮物=南瓜(中国)､鶏胸挽肉(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､片栗粉(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）)､ゆかり(日本･中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A さばの味噌煮

・さばの味噌煮=サバ(ノルウェー、カナダ、オランダ)､人参(中国)､生姜(日本)､絹さや(中国)､生姜(中国)・精進揚げ=さつま芋(日本)､南瓜(日本　メキシコ　トンガ　ニュージーランド)､

天ﾌﾟﾗ粉(小麦(アメリカ・日本)・デン粉(アメリカ・南アフリカ他)・卵黄粉(インド他))､ししとうがらし(日本)・ぜんまいの煮物=ぜんまい(中国)､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）)

タンパク制限食A
高野豆腐と野菜の

炊き合わせ

・高野豆腐と野菜の炊き合わせ=しいたけ(日本)､高野豆腐(アメリカ・カナダ)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､いんげん(日本)､そら豆(中国)､砂糖(オース

トラリア・タイ・フィジー・他)・ほうれん草のソテー=ほうれん草(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｺｰﾝ(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))､胡椒(インドネシ

ア)・精進揚げ=さつま芋(日本)､南瓜(日本　メキシコ　トンガ　ニュージーランド)､天ﾌﾟﾗ粉(小麦(アメリカ・日本)・デン粉(アメリカ・南アフリカ他)・卵黄粉(インド他))､ししとうがら

し(日本)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A
鶏肉とザーサイの

ソテー

・鶏肉とザーサイのソテー=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､たけのこ(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(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))､ザーサイ(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))､片栗粉(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)､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)・なすの生姜醤油=揚げなす(ベトナム)､生姜(中国)・茶巾絞り=かぼ

ちゃ(日本)､粉あめ(日本)､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)



タンパク制限食A
帆立のクリームシ

チュー

・帆立のクリームシチュー=ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､帆立貝柱(北海道)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､人参(中国)､牛乳(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)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・お浸し=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､削り節(インドネシア、国産)・マカロニサラダ

=ﾏｶﾛﾆ(小麦（北米他）)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)・コンポート=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）)

タンパク制限食A 春雨の中華炒め

・春雨の中華炒め=豚ﾓﾓ(カナダ)､青梗菜(日本)､白葱(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､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)､椎茸(中国)､木耳(中国)､生姜(日本)・しゅうまい=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・サラダ=かぼちゃ(日本　メキシコ　トンガ　ニュージーランド)､玉葱(日本)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメ

リカ、カナダ）、卵（日本）)､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)､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）)

タンパク制限食A 豚肉の磯辺焼き

・豚肉の磯辺焼き=豚ﾋｷ肉(日本)､卵(日本他)､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))､片栗粉(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､生姜(中

国)､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))､その他・炒め物=人参(日本)､卵(日本他)､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))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)､胡椒(インドネシア)､その他・天ぷら=南瓜(日本　メキシコ　トンガ　ニュージーランド)､なす(日本)､天ﾌﾟﾗ粉(小

麦(アメリカ・日本)・デン粉(アメリカ・南アフリカ他)・卵黄粉(インド他))､ししとうがらし(日本)､その他・おかか炒め=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)､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))､削り節(インドネシア、国産)､その他・ご飯=ご飯

（国産）(日本（石川県）)､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))､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､顆粒風味調味料(日本、アメリ

タンパク制限食A ミートローフ

・ミートローフ=豚ﾋｷ肉(日本)､人参(中国)､ﾄﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ(玉葱(中国)、小麦粉(オーストラリア他)、食用動物油脂(中国他))､玉葱(日本)､卵(日本他)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､ﾊﾟﾝ

粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､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))､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(アメリカ))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィ

ジー・他)､黒胡椒(マレーシア他)・精進揚げ=蓮根(中国)､さつま芋(日本)､天ﾌﾟﾗ粉(小麦(アメリカ・日本)・デン粉(アメリカ・南アフリカ他)・卵黄粉(インド他))､ししとうがらし(日本)・

小松菜のお浸し=小松菜(日本)､削り節(インドネシア、国産)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､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))､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)

タンパク制限食A
生揚げと海老の煮

込み

・生揚げと海老の煮込み=青梗菜(日本)､厚揚げ(大豆())(日本)､海老(インド)､人参(日本)､うずら卵(タイ)､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)､

片栗粉(日本)､椎茸(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))・じゃがいものそぼろ煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カ

ナダ、中国、タイ他)､豚ﾋｷ肉(日本)､生姜(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・ナムル=胡瓜(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))､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､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)､木耳(中国)､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）)､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))､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)

タンパク制限食A
さわらの粕漬け焼

き

・さわらの粕漬け焼き=さわら(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))・付け合わせ=ししとうがらし(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))・炒り煮=蓮根(中国)､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)､絹さや(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・ソテー=春菊(日本)､ﾍﾞｰｺﾝ(デンマーク)､人参(日本)､ｵｲｽﾀｰｿｰｽ(魚介エキス(日本他）)､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))､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）)､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))､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)

タンパク制限食A 肉団子の照り煮

・肉団子の照り煮=鶏胸挽肉(日本)､たけのこ(中国)､玉葱(日本)､人参(日本)､卵(日本他)､玉葱(日本)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､八方だし(日本、アメリカ、カナ

ダ、中国、タイ他)､絹さや(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))､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))､片栗粉(日

本)､椎茸(中国)､生姜(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､黒胡椒(マレーシア他)・酢味噌和え=板こんにゃく(日本)､イカ(ペルー)､白みそ(大豆（カナダ、アメリカ）)､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)､ﾜｶﾒ(中国)・和え物=なす(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中

国、タイ他)､ﾈｷﾞ(中国)､生姜(中国)・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）)､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))､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)



タンパク制限食B 炒り鶏

・炒り鶏=大根(日本)､鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､しいたけ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､里芋(中国)､うずら卵(タイ)､人参(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､その他・精進揚げ=ささがきごぼう(中国)､天ﾌﾟﾗ粉(小麦(アメリカ・日本)・デ

ン粉(アメリカ・南アフリカ他)・卵黄粉(インド他))､ししとうがらし(日本)､人参(日本)､その他・ゆず浸し=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ゆず(日本)､柚

子(日本)､その他・和え物=帆立貝柱(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))､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 あんこうの味噌鍋

・あんこうの味噌鍋=あんこう(中国)､白菜(日本)､豆腐(日本)､しいたけ(日本)､調理みそ(日本)､白ねぎ(日本)､人参(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))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・磯辺揚げ=蓮根(中国)､フリッター粉(日本)､青のり(アオサ(日本))・さつま芋のレモン煮=さつま芋(日本)､粉あめ(日本)､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)

タンパク制限食B 鯵の生姜風味焼き

・鯵の生姜風味焼き=アジ切身(ノルウェー)､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､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))､生姜(日本)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・しし唐とピーマンのおかか煮=ししとうがらし(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(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)､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))､削り節(インドネシア、国

産)・昆布と大根の含め煮=大根(日本)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､昆布(日本)・オクラとツナの山葵マヨネーズ=オクラ(日本　タイ　フィリピン)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､ﾂﾅ

(キハダマグロ(西部太平洋等))､粉わさび(中国・カナダ・日本・アメリカ)・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B 回鍋肉

・回鍋肉=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､豚肩ﾛｰｽ(メキシコ)､ﾋﾟｰﾏﾝ(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))・酢の物=しいたけ(日本)､胡瓜(日本)､春雨(緑豆（中国）えん

どう豆（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))・煮物=南瓜(中国)､鶏胸挽肉(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､片栗粉(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）)､ゆかり(日本･中国)､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B さばの味噌煮

・さばの味噌煮=ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、中国)､人参(中国)､絹さや(中国)､生姜(日本)､生姜(中国)・精進揚げ=さつま芋(日本)､南瓜(日本　メキシコ　トンガ　ニュージーランド)､天ﾌﾟﾗ粉

(小麦(アメリカ・日本)・デン粉(アメリカ・南アフリカ他)・卵黄粉(インド他))､ししとうがらし(日本)・ぜんまいの煮物=ぜんまい(中国)､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）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)

タンパク制限食B
高野豆腐と野菜の

炊き合わせ

・高野豆腐と野菜の炊き合わせ=しいたけ(日本)､高野豆腐(アメリカ・カナダ)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､いんげん(日本)､そら豆(中国)､砂糖(オース

トラリア・タイ・フィジー・他)・ほうれん草のソテー=ほうれん草(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｺｰﾝ(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))､胡椒(インドネシ

ア)・精進揚げ=さつま芋(日本)､南瓜(日本　メキシコ　トンガ　ニュージーランド)､天ﾌﾟﾗ粉(小麦(アメリカ・日本)・デン粉(アメリカ・南アフリカ他)・卵黄粉(インド他))､ししとうがら

し(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）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)

タンパク制限食B
鶏肉とザーサイの

ソテー

・鶏肉とザーサイのソテー=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､たけのこ(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(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))､ザーサイ(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))､片栗粉(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)､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)・なすの生姜醤油=揚げなす(ベトナム)､生姜(中国)・茶巾絞り=かぼ

ちゃ(日本)､粉あめ(日本)､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)・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B
帆立のクリームシ

チュー

・帆立のクリームシチュー=ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､帆立貝柱(北海道)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､人参(中国)､牛乳(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)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・お浸し=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､削り節(インドネシア、国産)・マカロニサラダ

=ﾏｶﾛﾆ(小麦（北米他）)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)・コンポート=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)

タンパク制限食B 春雨の中華炒め

・春雨の中華炒め=豚ﾓﾓ(カナダ)､青梗菜(日本)､白葱(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､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)､椎茸(中国)､木耳(中国)､生姜(日本)・しゅうまい=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・サラダ=かぼちゃ(日本　メキシコ　トンガ　ニュージーランド)､玉葱(日本)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメ

リカ、カナダ）、卵（日本）)､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)､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)・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B 豚肉の磯辺焼き

・豚肉の磯辺焼き=豚ﾋｷ肉(日本)､卵(日本他)､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))､片栗粉(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､生姜(中

国)､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))､その他・炒め物=人参(日本)､卵(日本他)､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))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)､胡椒(インドネシア)､その他・天ぷら=南瓜(日本　メキシコ　トンガ　ニュージーランド)､なす(日本)､天ﾌﾟﾗ粉(小

麦(アメリカ・日本)・デン粉(アメリカ・南アフリカ他)・卵黄粉(インド他))､ししとうがらし(日本)､その他・おかか炒め=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)､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))､削り節(インドネシア、国産)､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 ミートローフ

・ミートローフ=豚ﾋｷ肉(日本)､人参(中国)､ﾄﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ(玉葱(中国)、小麦粉(オーストラリア他)、食用動物油脂(中国他))､玉葱(日本)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ)､卵(日本他)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､ﾊﾟﾝ

粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(アメリカ))､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）)､黒胡椒(マレーシア他)・精進揚げ=蓮根(中国)､さつま芋(日本)､天ﾌﾟﾗ粉(小麦(アメリカ・日本)・デン粉(アメリカ・南アフリカ他)・卵

黄粉(インド他))､ししとうがらし(日本)・小松菜のお浸し=小松菜(日本)､削り節(インドネシア、国産)・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B
生揚げと海老の煮

込み

・生揚げと海老の煮込み=青梗菜(日本)､厚揚げ(大豆())(日本)､海老(インド)､人参(日本)､うずら卵(タイ)､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)､

片栗粉(日本)､椎茸(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))・じゃがいもの煮付け=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナ

ダ、中国、タイ他)､生姜(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・ナムル=胡瓜(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))､春雨(緑豆

（中国）えんどう豆（カナダ）)､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)､木耳(中国)､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)

タンパク制限食B
さわらの粕漬け焼

き

・さわらの粕漬け焼き=さわら(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))・付け合わせ=ししとうがらし(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))・炒り煮=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)､絹さや(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・ソテー=春菊(日本)､ﾍﾞｰｺﾝ(デンマーク)､人参(日本)､ｵｲｽﾀｰｿｰｽ(魚介エキス(日本他）)､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))､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B 肉団子の照り煮

・肉団子の照り煮=鶏胸挽肉(日本)､たけのこ(中国)､玉葱(日本)､人参(日本)､卵(日本他)､玉葱(日本)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､八方だし(日本、アメリカ、カナ

ダ、中国、タイ他)､絹さや(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))､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))､片栗粉(日

本)､椎茸(中国)､生姜(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､黒胡椒(マレーシア他)・酢味噌和え=板こんにゃく(日本)､イカ(ペルー)､白みそ(大豆（カナダ、アメリカ）)､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)､ﾜｶﾒ(中国)・和え物=なす(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中

国、タイ他)､ﾈｷﾞ(中国)､生姜(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)・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 炒り鶏

・炒り鶏=大根(日本)､鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､しいたけ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､里芋(中国)､うずら卵(タイ)､人参(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・ゆず浸し=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ゆ

ず(日本)､柚子(日本)・和え物=帆立貝柱(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))・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 あんこうの味噌鍋

・あんこうの味噌鍋=あんこう(中国)､白菜(日本)､豆腐(日本)､しいたけ(日本)､調理みそ(日本)､白ねぎ(日本)､人参(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))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・磯辺揚げ=蓮根(中国)､フリッター粉(日本)､青のり(アオサ(日本))・さつま芋のレモン煮=さつま芋(日本)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)､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）)､米油(日本、ベトナ

ム、ブラジル)

タンパク制限食C 鯵の生姜風味焼き

・鯵の生姜風味焼き=アジ切身(ノルウェー)､白ねぎ(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､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))､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))・しし唐とピーマンのおかか煮=ししとうがらし(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(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)､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))､削り節(インドネシア、

国産)・昆布と大根の含め煮=大根(日本)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､昆布(日本)・オクラとツナの山葵マヨネーズ=オクラ(日本　タイ　フィリピン)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､ﾂﾅ

(キハダマグロ(西部太平洋等))､粉わさび(中国・カナダ・日本・アメリカ)・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 回鍋肉

・回鍋肉=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､ﾋﾟｰﾏﾝ(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))・酢の物=しいたけ(日本)､胡瓜(日本)､春雨(緑豆（中国）えん

どう豆（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))・煮物=南瓜(中国)､鶏胸挽肉(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､片栗粉(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）)､ゆかり(日本･中国)､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 さばの味噌煮

・さばの味噌煮=ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、中国)､人参(中国)､絹さや(中国)､生姜(日本)､生姜(中国)・精進揚げ=なす(日本)､しいたけ(日本)､天ﾌﾟﾗ粉(小麦(アメリカ・日本)・デン粉(アメリ

カ・南アフリカ他)・卵黄粉(インド他))､ししとうがらし(日本)・ぜんまいの煮物=ぜんまい(中国)､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）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)

タンパク制限食C
高野豆腐と野菜の

炊き合わせ

・高野豆腐と野菜の炊き合わせ=しいたけ(日本)､高野豆腐(アメリカ・カナダ)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､いんげん(日本)､人参(日本)､そら豆(中国)､砂糖(オース

トラリア・タイ・フィジー・他)・ほうれん草のソテー=ほうれん草(日本)､ｺｰﾝ(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))､胡椒(インドネシア)・花野菜の

スープ煮=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(インド)､人参(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・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
鶏肉とザーサイの

ソテー

・鶏肉とザーサイのソテー=鶏モモ(皮無)(ブラジル)､たけのこ(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(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))､ザーサイ(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))､片栗粉(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)､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)・なすの生姜醤油=揚げなす(ベトナム)､生姜(中国)・茶巾絞り=かぼ

ちゃ(日本)､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)､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）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)



タンパク制限食C
帆立のクリームシ

チュー

・帆立のクリームシチュー=帆立貝柱(北海道)､ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､玉葱(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､人参(中国)､牛乳(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)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・お浸し=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､削り節(インドネシア、国産)・チキンのバジル

焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)・コンポート=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)

タンパク制限食C 春雨の中華炒め

・春雨の中華炒め=豚ﾓﾓ(カナダ)､青梗菜(日本)､白葱(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､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)､椎茸(中国)､木耳(中国)､生姜(日本)・しゅうまい=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・サラダ=南瓜(中国)､玉葱(日本)､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)・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 豚肉の磯辺焼き

・豚肉の磯辺焼き=豚ﾋｷ肉(日本)､卵(日本他)､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))､片栗粉(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､生姜(中

国)､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))､その他・炒め物=人参(日本)､卵(日本他)､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))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)､胡椒(インドネシア)､その他・焼き野菜=南瓜(日本　メキシコ　トンガ　ニュージーランド)､ししとうがらし(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))､その他・おかか炒め=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)､削り節(インドネシア、国産)､その他・フルーツ=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)､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 ミートローフ

・ミートローフ=豚ﾋｷ肉(日本)､人参(中国)､ﾄﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ(玉葱(中国)、小麦粉(オーストラリア他)、食用動物油脂(中国他))､玉葱(日本)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､卵(日本他)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ)､ﾊﾟﾝ

粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､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))､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(アメリカ))､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）)､黒胡椒(マレーシア他)・大根といかの煮物=大根(日本)､いか(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､オクラ(日本

タイ　フィリピン)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・小松菜のお浸し=小松菜(日本)､削り節(インドネシア、国産)・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)・フルーツ=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)・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
生揚げと海老の煮

込み

・生揚げと海老の煮込み=青梗菜(日本)､厚揚げ(大豆())(日本)､海老(インド)､うずら卵(タイ)､人参(日本)､生姜(中国)､片栗粉(日本)､椎茸(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))､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))・じゃがいもの煮付け=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナ

ダ、中国、タイ他)､生姜(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・ナムル=胡瓜(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))､春雨(緑豆

（中国）えんどう豆（カナダ）)､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)､木耳(中国)､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)・フルーツ=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)・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
さわらの粕漬け焼

き

・さわらの粕漬け焼き=さわら(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))・付け合わせ=ししとうがらし(日本)・炒り煮=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)､絹さや(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・胡麻和え=春菊

(日本)､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))､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､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 肉団子の照り煮

・肉団子の照り煮=鶏胸挽肉(日本)､たけのこ(中国)､玉葱(日本)､人参(日本)､卵(日本他)､玉葱(日本)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､八方だし(日本、アメリカ、カナ

ダ、中国、タイ他)､絹さや(中国)､片栗粉(日本)､椎茸(中国)､生姜(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)､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))､黒胡椒(マレーシア他)・酢味噌和え=板こんにゃく(日本)､イカ(ペルー)､白みそ(大豆（カナダ、アメリカ）)､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)､ﾜｶﾒ(中国)・和え物=なす(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナ

ダ、中国、タイ他)､ﾈｷﾞ(中国)､生姜(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)・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 炒り鶏

・炒り鶏=大根(日本)､鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､しいたけ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､里芋(中国)､うずら卵(タイ)､人参(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・ゆず浸し=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ゆ

ず(日本)､柚子(日本)・和え物=帆立貝柱(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))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・フルーツ=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタ

リカ)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､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))､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､顆粒風味調

味料(日本、アメリカ)・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 あんこうの味噌鍋

・あんこうの味噌鍋=あんこう(中国)､白菜(日本)､豆腐(日本)､しいたけ(日本)､調理みそ(日本)､白ねぎ(日本)､人参(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))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・磯辺揚げ=蓮根(中国)､フリッター粉(日本)､青のり(アオサ(日本))・さつま芋のレモン煮=さつま芋(日本)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)､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）)・フルーツ=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､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))､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・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 鯵の生姜風味焼き

・鯵の生姜風味焼き=アジ切身(ノルウェー)､白ねぎ(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､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))､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))・しし唐とピーマンのおかか煮=ししとうがらし(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(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)､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))､削り節(インドネシア、

国産)・昆布と大根の含め煮=大根(日本)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､昆布(日本)・オクラとツナの山葵マヨネーズ=オクラ(日本　タイ　フィリピン)､ﾂﾅ(キハダマグロ(西部太平洋等))､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（ア

メリカ、カナダ）、卵（日本）)､粉わさび(中国・カナダ・日本・アメリカ)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・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 回鍋肉

・回鍋肉=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､ﾋﾟｰﾏﾝ(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))・酢の物=しいたけ(日本)､胡瓜(日本)､春雨(緑豆（中国）えん

どう豆（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))・煮物=南瓜(中国)､鶏胸挽肉(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､片栗粉(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）)､ゆかり(日本･中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・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 さばの味噌煮

・さばの味噌煮=ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、中国)､人参(中国)､絹さや(中国)､生姜(日本)､生姜(中国)・精進揚げ=なす(日本)､しいたけ(日本)､天ﾌﾟﾗ粉(小麦(アメリカ・日本)・デン粉(アメリ

カ・南アフリカ他)・卵黄粉(インド他))､ししとうがらし(日本)・ぜんまいの煮物=ぜんまい(中国)､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）)・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
高野豆腐と野菜の

炊き合わせ

・高野豆腐と野菜の炊き合わせ=しいたけ(日本)､高野豆腐(アメリカ・カナダ)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､いんげん(日本)､そら豆(中国)､砂糖(オース

トラリア・タイ・フィジー・他)・ほうれん草のソテー=ほうれん草(日本)､ｺｰﾝ(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))､胡椒(インドネシア)・花野菜の

スープ煮=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(インド)､人参(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・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
鶏肉とザーサイの

ソテー

・鶏肉とザーサイのソテー=鶏モモ(皮無)(ブラジル)､たけのこ(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(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))､ザーサイ(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))､片栗粉(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)､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)・なすの生姜醤油=揚げなす(ベトナム)､生姜(中国)・茶巾絞り=かぼ

ちゃ(日本)､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)､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）)・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
帆立のクリームシ

チュー

・帆立のクリームシチュー=帆立貝柱(北海道)､ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､玉葱(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､人参(中国)､牛乳(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)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・お浸し=ほうれん草(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､削り節(インドネシア、国産)・チキンのバ

ジル焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)・コンポート=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）)・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 春雨の中華炒め

・春雨の中華炒め=豚ﾓﾓ(カナダ)､青梗菜(日本)､白葱(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､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)､椎茸(中国)､木耳(中国)､生姜(日本)・しゅうまい=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・サラダ=南瓜(中国)､玉葱(日本)､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・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 豚肉の磯辺焼き

・豚肉の磯辺焼き=豚ﾋｷ肉(日本)､卵(日本他)､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))､片栗粉(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､生姜(中

国)､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))・炒め物=人参(日本)､卵(日本他)､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))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)､胡椒(インドネシア)・焼き野菜=南瓜(日本　メキシコ　トンガ　ニュージーランド)､ししとうがらし(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))・おかか炒め=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)､削り節(インドネシア、国産)・フルーツ=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､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))､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・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 ミートローフ

・ミートローフ=豚ﾋｷ肉(日本)､人参(中国)､ﾄﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ(玉葱(中国)、小麦粉(オーストラリア他)、食用動物油脂(中国他))､玉葱(日本)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､卵(日本他)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ)､ﾊﾟﾝ

粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､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))､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(アメリカ))､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）)､黒胡椒(マレーシア他)・大根といかの煮物=大根(日本)､いか(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､オクラ(日本

タイ　フィリピン)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・小松菜のお浸し=小松菜(日本)､削り節(インドネシア、国産)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・フルーツ=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟ

ﾙ(コスタリカ)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､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))､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､顆

粒風味調味料(日本、アメリカ)・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
生揚げと海老の煮

込み

・生揚げと海老の煮込み=青梗菜(日本)､厚揚げ(大豆())(日本)､海老(インド)､うずら卵(タイ)､人参(日本)､生姜(中国)､片栗粉(日本)､椎茸(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))､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))・じゃがいものそぼろ煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カ

ナダ、中国、タイ他)､豚ﾋｷ肉(日本)､生姜(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・ナムル=胡瓜(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))､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､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)､木耳(中国)､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）)・フルーツ=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､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))､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本

塩分制限食
さわらの粕漬け焼

き

・さわらの粕漬け焼き=さわら(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))・付け合わせ=ししとうがらし(日本)・炒り煮=蓮根(中国)､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)､絹さや(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・胡麻

和え=春菊(日本)､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))､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､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）)､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))､刻み揚げ(大豆（アメリ

カ・カナダ)・植物油(日本))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・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 肉団子の照り煮

・肉団子の照り煮=鶏胸挽肉(日本)､玉葱(日本)､たけのこ(中国)､玉葱(日本)､卵(日本他)､人参(日本)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､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(中国)､椎茸(中国)､片栗粉(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))､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))､黒胡椒(マレーシア他)・酢味噌和え=板こんにゃく(日本)､イカ(ペルー)､白みそ(大豆（カナダ、アメリカ）)､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)､ﾜｶﾒ(中国)・和え物=なす(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナ

ダ、中国、タイ他)､ﾈｷﾞ(中国)､生姜(中国)・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）)､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))､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川


