
バランス健康食
青じそ包みつくね

照焼き

・青じそ包みつくね照焼き=豚挽肉(日本)､豆腐(日本)､白ねぎ(日本)､卵(日本他)､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))､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)・若竹煮=筍(中国)､ﾜｶﾒ(中国)・いんげんのソテー=ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､人参(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))､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))､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)・甘煮=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）)

バランス健康食
海老のチリソース

炒め

・海老のチリソース炒め=海老(インド)､中華ｿｰｽ(日本)､白ねぎ(日本)､片栗粉(日本)､卵(日本他)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))・コン

ソメ煮=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・含め煮=南瓜(中国)､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)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川

県）)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)

バランス健康食 金目鯛の煮付け

・金目鯛の煮付け=ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､牛蒡(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(中国)､生姜(日本)､生姜(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィ

ジー・他)・精進揚げ=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))､みょうが(日本)､ししとう(日本)・茄子とひき肉の炒め物=な

す(中国)､豚挽肉(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))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 松風蒸し

・松風蒸し=豚挽肉(日本)､白ねぎ(日本)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､椎茸(日本)､白みそ(米（アメリカ、日本）、大豆（日本）)､卵(日本他)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､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))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・春雨サラダ=胡瓜(日本)､

人参(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）)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・筍と蕗の

土佐煮=あげなす(ベトナム)､筍(中国)､ふき(中国)､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)・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 高野豆腐の卵とじ

・高野豆腐の卵とじ=卵(日本他)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､椎茸(日本)､人参(日本)､高野豆腐(大豆（北米）)､みつば(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))､片栗粉(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・あんかけ=かぶ(日本)､豚挽肉(日本)､絹さや(中国)､片栗粉(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食
むつの木の芽味噌

焼き

・むつの木の芽味噌焼き=ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､人参(日本)､白みそ(米（アメリカ、日本）、大豆（日本）)､ほうれん草(日本)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タ

イ等))､卵(日本他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､木の芽(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・炒め煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(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))・煮物=ふき(中国)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(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）)

バランス健康食
さばのムニエルカ

レー風味

・さばのムニエルカレー風味=ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、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))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐

阜))､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)・付け合せ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(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)・ミルク煮=さつま芋(日本)､牛乳(日

本)､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・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))､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
つきこんと豚肉の

ピリ辛炒め

・つきこんと豚肉のピリ辛炒め=豚ﾓﾓ(カナダ)､こんにゃく(日本)､牛蒡(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)､にんにく(日本)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))・南瓜のいとこ煮=南瓜(中国)､砂糖(オース

トラリア・タイ・フィジー・他)､あずき(日本)､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・うざく=胡瓜(日本)､うなぎ(中国)､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))､白ごま(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）)

バランス健康食 銀杏のしゅうまい

・銀杏のしゅうまい=豚挽肉(日本)､銀杏(中国)､もやし(日本)､玉葱(日本)､焼売の皮(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)､片栗粉(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))､生姜(中国)､胡椒(インドネシア)・ソテー=ほうれん草(日本)､人参(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))､胡椒(インドネシア)・麻婆春雨=鶏ささ身(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､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))､椎茸(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 牛肉の野菜巻き

・牛肉の野菜巻き=牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､いんげん(日本)､人参(日本)､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))､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))､赤ﾜｲﾝ(米発酵調味料(日本)・ワイン(日本))､ｳｽﾀｰｿｰｽ(トマト(アメリカ・トルコ・日本))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、

愛知、岐阜))､胡椒(インドネシア)・コーンソテー=ｺｰﾝ(アメリカ)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・温野菜=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(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)・炒め煮=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)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(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))・ペペロンチーノ=ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､ﾆﾝﾆｸ(中国)､赤唐辛子(中国)､胡椒(インドネシア)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食
鶏もも肉の香り揚

げ

・鶏もも肉の香り揚げ=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､片栗粉(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))､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)､ﾆﾝﾆｸ(中国)､黒胡椒(マレーシア他)・温野菜=人参(日本)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生

産）)・チンゲン菜のお浸し=青梗菜(日本)・海藻サラダ=胡瓜(日本)､海藻ミックス(中国、カナダ、チリ)・卵焼き=卵(日本他)､ﾈｷﾞ(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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィ

ジー・他)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

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=ｻｹ切身(日本、ロシア、アメリカ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､玉葱(日本)､白葱(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）)・卵焼き=卵(日本他)､ﾈｷﾞ(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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・

他)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食
帆立貝の辛子ケ

チャップ

・帆立貝の辛子ケチャップ=帆立貝柱(北海道)､青梗菜(日本)､中華ｿｰｽ(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))､小麦粉(アメリカ、日本(北

海道、愛知、岐阜))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､生姜(日本)､にんにく(日本)・コンポート=砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・煮物=なす(中国)､豚挽肉(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)､生姜(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）)・卵焼き=卵(日本他)､ﾈｷﾞ(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))､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))､砂糖

(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 肉団子と筍の煮物

・肉団子と筍の煮物=筍(中国)､鶏胸挽肉(日本)､人参(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､麩(アメリカ、カナダ)､卵(日本他)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オースト

ラリア))､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))､牛乳(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・

他)､片栗粉(日本)・野菜の変わり揚げ=なす(中国)､南瓜(日本　メキシコ　トンガ　ニュージーランド)､ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､片栗粉(日本)､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))・椎茸

と油揚げの生姜酢=椎茸(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､葱(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)､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)､削り節(インドネシア、国産)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺ

ﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)



カロリー制限食
青じそ包みつくね

照焼き

・青じそ包みつくね照焼き=豚挽肉(日本)､豆腐(日本)､白ねぎ(日本)､卵(日本他)､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))､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)・若竹煮=筍(中国)､ﾜｶﾒ(中国)・いんげんの胡麻和え=ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､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))､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)・甘露煮=さつまいも甘露煮(インドネシア、ベトナム)・ご飯（国産米）=ご飯

（国産）(日本（石川県）)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食
海老のチリソース

炒め

・海老のチリソース炒め=海老(インド)､中華ｿｰｽ(日本)､白ねぎ(日本)､片栗粉(日本)､卵(日本他)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))・コン

ソメ煮=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・含め煮=南瓜(中国)､厚揚げ(大豆())(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)・ご飯=ご飯

（国産）(日本（石川県）)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 金目鯛の煮付け

・金目鯛の煮付け=ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､牛蒡(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(中国)､生姜(日本)､生姜(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィ

ジー・他)・精進揚げ=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))､みょうが(日本)､ししとう(日本)・茄子とひき肉の炒め物=な

す(中国)､豚挽肉(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))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日

本（石川県）)

カロリー制限食 松風蒸し

・松風蒸し=豚挽肉(日本)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､白ねぎ(日本)､椎茸(日本)､白みそ(米（アメリカ、日本）、大豆（日本）)､卵(日本他)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､みり

ん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､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))・春雨サラダ=胡瓜(日本)､

人参(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）)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・筍と蕗の

土佐煮=なす(中国)､ふき(中国)､筍(中国)､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)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日

本（石川県）)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 高野豆腐の卵とじ

・高野豆腐の卵とじ=卵(日本他)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､椎茸(日本)､人参(日本)､高野豆腐(大豆（北米）)､みつば(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))､片栗粉(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・あんかけ=かぶ(日本)､豚挽肉(日本)､絹さや(中国)､片栗粉(日本)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､えのき

(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))､柚子(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分

解物(米・日本等))・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）)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食
むつの木の芽味噌

焼き

・むつの木の芽味噌焼き=ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､人参(日本)､白みそ(米（アメリカ、日本）、大豆（日本）)､ほうれん草(日本)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タ

イ等))､卵(日本他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､木の芽(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・炒め煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(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))・煮物=ふき(中国)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(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）)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食
さばのムニエルカ

レー風味

・さばのムニエルカレー風味=ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、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))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐

阜))､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)・付け合せ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・コンソメ煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・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))､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）)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)



カロリー制限食
つきこんと豚肉の

ピリ辛炒め

・つきこんと豚肉のピリ辛炒め=豚ﾓﾓ(カナダ)､こんにゃく(日本)､牛蒡(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)､にんにく(日本)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))・南瓜のいとこ煮=南瓜(中国)､砂糖(オース

トラリア・タイ・フィジー・他)､あずき(日本)､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・うざく=胡瓜(日本)､うなぎ(中国)､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))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・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）)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=

ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 銀杏のしゅうまい

・銀杏のしゅうまい=豚挽肉(日本)､銀杏(中国)､もやし(日本)､玉葱(日本)､焼売の皮(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)､片栗粉(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))､生姜(中国)､胡椒(インドネシア)・お浸し=ほうれん草(日本)､人参(日本)､八方だし(日

本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・麻婆春雨=鶏ささ身(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､人参(日本)､椎茸(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・ア

メリカ他)､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（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本

（石川県）)

カロリー制限食 牛肉の野菜巻き

・牛肉の野菜巻き=牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､いんげん(日本)､人参(日本)､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))､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))､赤ﾜｲﾝ(米発酵調味料(日本)・ワイン(日本))､ｳｽﾀｰｿｰｽ(トマト(アメリカ・トルコ・日本))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、

愛知、岐阜))､胡椒(インドネシア)・コーンソテー=ｺｰﾝ(アメリカ)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・温野菜=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・

炒め煮=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)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(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))・ペペロンチーノ=ﾆﾝﾆｸ(中国)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､赤唐辛子(中国)､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）)

カロリー制限食
鶏もも肉の香り揚

げ

・鶏もも肉の香り揚げ=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､片栗粉(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))､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)､ﾆﾝﾆｸ(中国)､黒胡椒(マレーシア他)・温野菜=人参(日本)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生

産）)・チンゲン菜のお浸し=青梗菜(日本)・海藻サラダ=胡瓜(日本)､海藻ミックス(中国、カナダ、チリ)・卵焼き=卵(日本他)､ﾈｷﾞ(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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィ

ジー・他)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・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=ｻｹ切身(日本、ロシア、アメリカ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､玉葱(日本)､白葱(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)､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))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本

等))､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）)・卵焼き=卵(日本他)､ﾈｷﾞ(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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯（国産米）

=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食
帆立貝の辛子ケ

チャップ

・帆立貝の辛子ケチャップ=帆立貝柱(北海道)､青梗菜(日本)､中華ｿｰｽ(日本)､白ねぎ(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(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))､生姜(日本)､にんにく(日本)・コンポート=砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・煮物=なす(中国)､豚挽肉(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)､生姜(日本)､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）)・卵焼き=卵(日本他)､ﾈｷﾞ(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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 肉団子と筍の煮物

・肉団子と筍の煮物=筍(中国)､鶏胸挽肉(日本)､人参(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､麩(アメリカ、カナダ)､卵(日本他)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・ア

メリカ・オーストラリア))､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))､牛乳(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))､砂糖

(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､片栗粉(日本)・野菜の変わり焼き=なす(中国)､ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､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))､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))・椎茸と油揚げの生姜酢=椎茸(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､葱(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)､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)､削り節(インド

ネシア、国産)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)



タンパク制限食A
青じそ包みつくね

照焼き

・青じそ包みつくね照焼き=豚挽肉(日本)､豆腐(日本)､白ねぎ(日本)､卵(日本他)､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))､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)・若竹煮=筍(中国)､ﾜｶﾒ(中国)・いんげんのソテー=ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､人参(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))､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))､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)・甘煮=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）)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A
海老のチリソース

炒め

・海老のチリソース炒め=海老(インド)､中華ｿｰｽ(日本)､白ねぎ(日本)､片栗粉(日本)､卵(日本他)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))・コン

ソメ煮=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・含め煮=南瓜(中国)､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)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川

県）)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A 金目鯛の煮付け

・金目鯛の煮付け=牛蒡(日本)､ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(中国)､生姜(日本)､生姜(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィ

ジー・他)・精進揚げ=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(日本)､みょうが(日本)・大豆の甘辛揚げ=大豆(大

豆())(大豆（日本）)､しらすぼし(韓国（しらす）、日本（食塩）)､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)､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))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）

(日本（石川県）)

タンパク制限食A 松風蒸し

・松風蒸し=豚挽肉(日本)､白ねぎ(日本)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､椎茸(日本)､白みそ(米（アメリカ、日本）、大豆（日本）)､卵(日本他)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､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))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・春雨サラダ=胡瓜(日本)､

人参(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）)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・筍と蕗の

土佐煮=あげなす(ベトナム)､筍(中国)､ふき(中国)､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)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯

（国産）(日本（石川県）)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A 高野豆腐の卵とじ

・高野豆腐の卵とじ=卵(日本他)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､椎茸(日本)､人参(日本)､高野豆腐(大豆（北米）)､みつば(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))､片栗粉(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・あんかけ=かぶ(日本)､豚挽肉(日本)､絹さや(中国)､片栗粉(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A
むつの木の芽味噌

焼き

・むつの木の芽味噌焼き=ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､人参(日本)､白みそ(米（アメリカ、日本）、大豆（日本）)､ほうれん草(日本)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タ

イ等))､卵(日本他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､木の芽(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・精進揚げ=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))､ささがきごぼう(中国)､ししとう(日本)､人参(日本)・煮物=ふき(中国)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(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）)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A
さばのムニエルカ

レー風味

・さばのムニエルカレー風味=ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、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))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐

阜))､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)・付け合せ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(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)・ミルク煮=さつま芋(日本)､牛乳(日

本)､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・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))､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）)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)



タンパク制限食A
つきこんと豚肉の

ピリ辛炒め

・つきこんと豚肉のピリ辛炒め=豚ﾓﾓ(カナダ)､こんにゃく(日本)､牛蒡(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)､にんにく(日本)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))・南瓜のいとこ煮=南瓜(中国)､砂糖(オース

トラリア・タイ・フィジー・他)､あずき(日本)､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・うざく=胡瓜(日本)､うなぎ(中国)､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))､白ごま(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）)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯（国産米）=ご飯（国

産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A 銀杏のしゅうまい

・銀杏のしゅうまい=豚挽肉(日本)､銀杏(中国)､もやし(日本)､玉葱(日本)､焼売の皮(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)､片栗粉(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))､生姜(中国)､胡椒(インドネシア)・ソテー=ほうれん草(日本)､人参(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))､胡椒(インドネシア)・麻婆春雨=鶏ささ身(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､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))､椎茸(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中

国)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A 牛肉の野菜巻き

・牛肉の野菜巻き=牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､いんげん(日本)､人参(日本)､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))､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))､赤ﾜｲﾝ(米発酵調味料(日本)・ワイン(日本))､ｳｽﾀｰｿｰｽ(トマト(アメリカ・トルコ・日本))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、

愛知、岐阜))､胡椒(インドネシア)・コーンソテー=ｺｰﾝ(アメリカ)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・温野菜=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(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)・炒め煮=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)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(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))・ペペロンチーノ=ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､ﾆﾝﾆｸ(中国)､赤唐辛子(中国)､胡椒(インドネシア)・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
鶏もも肉の香り揚

げ

・鶏もも肉の香り揚げ=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､片栗粉(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))､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)､ﾆﾝﾆｸ(中国)､黒胡椒(マレーシア他)・温野菜=人参(日本)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生

産）)・チンゲン菜のお浸し=青梗菜(日本)・海藻サラダ=胡瓜(日本)､海藻ミックス(中国、カナダ、チリ)・卵焼き=卵(日本他)､ﾈｷﾞ(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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィ

ジー・他)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=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=ｻｹ切身(日本、ロシア、アメリカ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､玉葱(日本)､白葱(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）)・卵焼き=卵(日本他)､ﾈｷﾞ(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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・

他)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A
帆立貝の辛子ケ

チャップ

・帆立貝の辛子ケチャップ=帆立貝柱(北海道)､青梗菜(日本)､中華ｿｰｽ(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))､小麦粉(アメリカ、日本(北

海道、愛知、岐阜))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､生姜(日本)､にんにく(日本)・コンポート=砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・煮物=揚げなす(ベトナム)､豚挽肉(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)､生姜(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）)・卵焼き=卵(日本他)､ﾈｷﾞ(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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A 肉団子と筍の煮物

・肉団子と筍の煮物=筍(中国)､鶏胸挽肉(日本)､人参(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､麩(アメリカ、カナダ)､卵(日本他)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オースト

ラリア))､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))､牛乳(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・

他)､片栗粉(日本)・野菜の変わり揚げ=なす(中国)､南瓜(日本　メキシコ　トンガ　ニュージーランド)､ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､片栗粉(日本)､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))・椎茸

と油揚げの生姜酢=椎茸(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､葱(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)､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)､削り節(インドネシア、国産)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺ

ﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)



タンパク制限食B
青じそ包みつくね

照焼き

・青じそ包みつくね照焼き=豚挽肉(日本)､豆腐(日本)､白ねぎ(日本)､卵(日本他)､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))､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)・若竹煮=筍(中国)､ﾜｶﾒ(中国)・いんげんのソテー=ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､人参(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))､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))､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)・甘煮=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=低たんぱく米(国産)(日本)､ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=

ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食B
海老のチリソース

炒め

・海老のチリソース炒め=海老(インド)､中華ｿｰｽ(日本)､白ねぎ(日本)､片栗粉(日本)､卵(日本他)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))・ブ

ロッコリー=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・含め煮=南瓜(中国)､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)・低たんぱくご飯=低たんぱく米(国産)(日本)､ご飯（国産）(日本（石川

県）)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食B 金目鯛の煮付け

・金目鯛の煮付け=ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､牛蒡(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(中国)､生姜(日本)､生姜(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィ

ジー・他)・精進揚げ=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))､みょうが(日本)､ししとう(日本)・茄子のおかか和え=なす

(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))､削り節(インドネシア、国産)・低たんぱくご飯=低たんぱく米(国産)(日本)､ご飯（国産）(日本（石川県）)､

米油(日本、ベトナム、ブラジル)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食B 松風蒸し

・松風蒸し=豚挽肉(日本)､白ねぎ(日本)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､椎茸(日本)､白みそ(米（アメリカ、日本）、大豆（日本）)､卵(日本他)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､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))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・春雨サラダ=胡瓜(日本)､

人参(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）)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・筍と蕗の

土佐煮=あげなす(ベトナム)､筍(中国)､ふき(中国)､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)・低たんぱくご飯=低たんぱく米(国産)(日本)､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=低たんぱく米(国産)(日本)､ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・付け合わせ=ﾌﾞ

ﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食B 高野豆腐の卵とじ

・高野豆腐の卵とじ=卵(日本他)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､椎茸(日本)､人参(日本)､高野豆腐(大豆（北米）)､みつば(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))､片栗粉(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・あんかけ=かぶ(日本)､豚挽肉(日本)､絹さや(中国)､片栗粉(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=低たんぱく米(国産)(日本)､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=低たんぱく米(国産)(日本)､ご飯

（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食B
むつの木の芽味噌

焼き

・むつの木の芽味噌焼き=ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､人参(日本)､白みそ(米（アメリカ、日本）、大豆（日本）)､ほうれん草(日本)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タ

イ等))､卵(日本他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､木の芽(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・精進揚げ=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))､ささがきごぼう(中国)､ししとう(日本)､人参(日本)・煮物=ふき(中国)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(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=低たんぱく米(国産)(日本)､ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石

川県）)

タンパク制限食B
さばのムニエルカ

レー風味

・さばのムニエルカレー風味=ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、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))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐

阜))､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)・付け合せ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(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)・ミルク煮=さつま芋(日本)､牛乳(日

本)､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・低たんぱくご飯=低たんぱく米(国産)(日本)､ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・付け合

わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)



タンパク制限食B
つきこんと豚肉の

ピリ辛炒め

・つきこんと豚肉のピリ辛炒め=豚ﾓﾓ(カナダ)､こんにゃく(日本)､牛蒡(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)､にんにく(日本)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))・南瓜のいとこ煮=南瓜(中国)､砂糖(オース

トラリア・タイ・フィジー・他)､あずき(日本)､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・うざく=胡瓜(日本)､うなぎ(中国)､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))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・低たんぱくご飯=低たんぱく米(国産)(日本)､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=低たん

ぱく米(国産)(日本)､ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食B 銀杏のしゅうまい

・銀杏のしゅうまい=豚挽肉(日本)､銀杏(中国)､もやし(日本)､玉葱(日本)､焼売の皮(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)､片栗粉(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))､生姜(中国)､胡椒(インドネシア)・ソテー=ほうれん草(日本)､人参(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))､胡椒(インドネシア)・麻婆春雨=鶏ささ身(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､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))､椎茸(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・低たんぱくご飯=低たんぱく米(国産)(日本)､ご飯（国産）(日本（石

川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食B 牛肉の野菜巻き

・牛肉の野菜巻き=牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､いんげん(日本)､人参(日本)､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))､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))､赤ﾜｲﾝ(米発酵調味料(日本)・ワイン(日本))､ｳｽﾀｰｿｰｽ(トマト(アメリカ・トルコ・日本))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、

愛知、岐阜))､胡椒(インドネシア)・コーンソテー=ｺｰﾝ(アメリカ)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・温野菜=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・

炒め煮=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)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(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))・ペペロンチーノ=ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､ﾆﾝﾆｸ(中国)､赤唐辛子(中国)､胡椒(インドネシア)・低たんぱくご飯=低たんぱく米(国産)(日本)､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
鶏もも肉の香り揚

げ

・鶏もも肉の香り揚げ=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､片栗粉(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))､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)､ﾆﾝﾆｸ(中国)､黒胡椒(マレーシア他)､その他・温野菜=人参(日本)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類

(国内生産）)､その他・チンゲン菜のお浸し=青梗菜(日本)､その他・海藻サラダ=胡瓜(日本)､海藻ミックス(中国、カナダ、チリ)､その他・卵焼き=卵(日本他)､ﾈｷﾞ(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))､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))､砂糖

(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､その他・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､その他・低たんぱくご飯=低たんぱく米(国産)(日本)､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
鮭のちゃんちゃん

焼き

・鮭のちゃんちゃん焼き=ｻｹ切身(日本、ロシア、アメリカ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､玉葱(日本)､白葱(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=低たんぱく米(国産)(日本)､ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・卵焼き=

卵(日本他)､ﾈｷﾞ(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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・低たんぱくご飯=低たんぱく米(国産)(日本)､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
帆立貝の辛子ケ

チャップ

・帆立貝の辛子ケチャップ=帆立貝柱(北海道)､青梗菜(日本)､中華ｿｰｽ(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))､小麦粉(アメリカ、日本(北

海道、愛知、岐阜))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､生姜(日本)､にんにく(日本)・コンポート=砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・煮物=揚げなす(ベトナム)､豚挽肉(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)､生姜(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=低たんぱく米(国産)(日本)､ご飯（国産）(日本（石川

県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・卵焼き=卵(日本他)､ﾈｷﾞ(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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・低たんぱくご飯=低たん

ぱく米(国産)(日本)､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 肉団子と筍の煮物

・肉団子と筍の煮物=筍(中国)､鶏胸挽肉(日本)､人参(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､麩(アメリカ、カナダ)､卵(日本他)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・ア

メリカ・オーストラリア))､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))､牛乳(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))､砂糖

(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､片栗粉(日本)・野菜の変わり揚げ=なす(中国)､南瓜(日本　メキシコ　トンガ　ニュージーランド)､ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､片栗粉(日本)､

辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))・椎茸と油揚げの生姜酢=椎茸(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､葱(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)､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)､削り節(インドネシ

ア、国産)・低たんぱくご飯=低たんぱく米(国産)(日本)､ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・低たんぱく



タンパク制限食C
青じそ包みつくね

照焼き

・青じそ包みつくね照焼き=豚挽肉(日本)､豆腐(日本)､白ねぎ(日本)､卵(日本他)､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))､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)・若竹煮=筍(中国)､ﾜｶﾒ(中国)・いんげんの胡麻和え=ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､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))､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)・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=低たん

ぱく米(国産)(日本)､ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・低たんぱくご飯=低たんぱく米(国産)(日本)､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
海老のチリソース

炒め

・海老のチリソース炒め=海老(インド)､中華ｿｰｽ(日本)､白ねぎ(日本)､片栗粉(日本)､卵(日本他)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))・コン

ソメ煮=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・含め煮=南瓜(中国)､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)・低たんぱくご飯=低たんぱく米(国

産)(日本)､ご飯（国産）(日本（石川県）)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・低たんぱくご飯=低たんぱく米(国産)(日

本)､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 金目鯛の煮付け

・金目鯛の煮付け=ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､牛蒡(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(中国)､生姜(日本)､生姜(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィ

ジー・他)・精進揚げ=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))､みょうが(日本)､ししとう(日本)・茄子のおかか和え=なす

(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))､削り節(インドネシア、国産)・低たんぱくご飯=低たんぱく米(国産)(日本)､ご飯（国産）(日本（石川県）)､

米油(日本、ベトナム、ブラジル)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・低たんぱくご飯=低たんぱく米(国産)(日本)､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 松風蒸し

・松風蒸し=豚挽肉(日本)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､白ねぎ(日本)､椎茸(日本)､白みそ(米（アメリカ、日本）、大豆（日本）)､卵(日本他)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､みり

ん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､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))・春雨サラダ=胡瓜(日本)､

人参(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）)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・筍と蕗の

土佐煮=なす(中国)､ふき(中国)､筍(中国)､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)・低たんぱくご飯=低たんぱく米(国産)(日本)､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=低たんぱく米(国産)(日本)､ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中

国)・低たんぱくご飯=低たんぱく米(国産)(日本)､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 高野豆腐の卵とじ

・高野豆腐の卵とじ=卵(日本他)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､椎茸(日本)､人参(日本)､高野豆腐(大豆（北米）)､みつば(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))､片栗粉(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・あんかけ=かぶ(日本)､豚挽肉(日本)､絹さや(中国)､片栗粉(日本)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､えのき

(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))､柚子(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分

解物(米・日本等))・低たんぱくご飯=低たんぱく米(国産)(日本)､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=低たんぱく米(国産)(日本)､ご飯（国

産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・低たんぱくご飯=低たんぱく米(国産)(日本)､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
むつの木の芽味噌

焼き

・むつの木の芽味噌焼き=ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､人参(日本)､白みそ(米（アメリカ、日本）、大豆（日本）)､ほうれん草(日本)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タ

イ等))､卵(日本他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､木の芽(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・炒め煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(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))・煮物=ふき(中国)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(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=低たんぱく米(国産)(日本)､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=低たんぱく米(国

産)(日本)､ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・低たんぱくご飯=低たんぱく米(国産)(日本)､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
さばのムニエルカ

レー風味

・さばのムニエルカレー風味=ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、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))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐

阜))､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)・付け合せ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・コンソメ煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・低たんぱくご飯=低たんぱく米(国産)(日

本)､ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・低たんぱくご飯=低たんぱく米(国産)(日本)､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
つきこんと豚肉の

ピリ辛炒め

・つきこんと豚肉のピリ辛炒め=豚ﾓﾓ(カナダ)､こんにゃく(日本)､牛蒡(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)､にんにく(日本)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))・南瓜のいとこ煮=南瓜(中国)､砂糖(オース

トラリア・タイ・フィジー・他)､あずき(日本)､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・うざく=胡瓜(日本)､うなぎ(中国)､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))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・低たんぱくご飯=低たんぱく米(国産)(日本)､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=低たん

ぱく米(国産)(日本)､ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・低たんぱくご飯=低たんぱく米(国産)(日本)､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 銀杏のしゅうまい

・銀杏のしゅうまい=豚挽肉(日本)､銀杏(中国)､もやし(日本)､玉葱(日本)､焼売の皮(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)､片栗粉(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))､生姜(中国)､胡椒(インドネシア)・お浸し=ほうれん草(日本)､人参(日本)､八方だし(日

本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・麻婆春雨=鶏ささ身(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､人参(日本)､椎茸(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・ア

メリカ他)､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=低たんぱく米(国産)(日本)､ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジ

ル)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・低たんぱくご飯=低たんぱく米(国産)(日本)､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 牛肉の野菜巻き

・牛肉の野菜巻き=牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､いんげん(日本)､人参(日本)､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))､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))､赤ﾜｲﾝ(米発酵調味料(日本)・ワイン(日本))､ｳｽﾀｰｿｰｽ(トマト(アメリカ・トルコ・日本))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、

愛知、岐阜))､胡椒(インドネシア)・コーンソテー=ｺｰﾝ(アメリカ)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・温野菜=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・

炒め煮=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)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(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))・ペペロンチーノ=ﾆﾝﾆｸ(中国)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､赤唐辛子(中国)､胡椒(インドネシア)・低たんぱくご飯=低たんぱく米(国産)(日本)､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=低たんぱく米(国産)(日本)､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
鶏もも肉の香り揚

げ

・鶏もも肉の香り揚げ=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､片栗粉(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))､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)､ﾆﾝﾆｸ(中国)､黒胡椒(マレーシア他)､その他・温野菜=人参(日本)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類

(国内生産）)､その他・チンゲン菜のお浸し=青梗菜(日本)､その他・海藻サラダ=胡瓜(日本)､海藻ミックス(中国、カナダ、チリ)､その他・卵焼き=卵(日本他)､ﾈｷﾞ(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))､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))､砂糖

(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､その他・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､その他・低たんぱくご飯=低たんぱく米(国産)(日本)､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
鮭のちゃんちゃん

焼き

・鮭のちゃんちゃん焼き=ｻｹ切身(日本、ロシア、アメリカ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､玉葱(日本)､白葱(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=低たんぱく米(国産)(日本)､ご飯（国産）(日本

（石川県）)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・卵焼き=卵(日本他)､ﾈｷﾞ(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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・低たんぱくご飯=低

たんぱく米(国産)(日本)､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
帆立貝の辛子ケ

チャップ

・帆立貝の辛子ケチャップ=帆立貝柱(北海道)､青梗菜(日本)､中華ｿｰｽ(日本)､白ねぎ(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(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))､生姜(日本)､にんにく(日本)・コンポート=砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・煮物=なす(中国)､豚挽肉(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)､生姜(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=低たんぱく米(国産)(日本)､ご飯（国産）(日本（石川県）)､米油(日

本、ベトナム、ブラジル)・卵焼き=卵(日本他)､ﾈｷﾞ(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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・低たんぱくご飯=低たんぱく米(国産)(日

本)､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 肉団子と筍の煮物

・肉団子と筍の煮物=筍(中国)､鶏胸挽肉(日本)､人参(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､麩(アメリカ、カナダ)､卵(日本他)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・ア

メリカ・オーストラリア))､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))､牛乳(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))､砂糖

(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､片栗粉(日本)・野菜の変わり焼き=なす(中国)､ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､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))､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))・椎茸と油揚げの生姜酢=椎茸(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､葱(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)､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)､削り節(インド

ネシア、国産)・低たんぱくご飯=低たんぱく米(国産)(日本)､ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・低たん



塩分制限食
青じそ包みつくね

照焼き

・青じそ包みつくね照焼き=豚挽肉(日本)､豆腐(日本)､白ねぎ(日本)､卵(日本他)､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))､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)・若竹煮=筍(中国)､ﾜｶﾒ(中国)・いんげんの胡麻和え=ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､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))､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)・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）)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

塩分制限食
海老のチリソース

炒め

・海老のチリソース炒め=海老(インド)､中華ｿｰｽ(日本)､白ねぎ(日本)､片栗粉(日本)､卵(日本他)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))・コン

ソメ煮=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・含め煮=南瓜(中国)､厚揚げ(大豆())(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)・ご飯=ご飯

（国産）(日本（石川県）)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

塩分制限食 金目鯛の煮付け

・金目鯛の煮付け=ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､牛蒡(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(中国)､生姜(日本)､生姜(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィ

ジー・他)・精進揚げ=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))､みょうが(日本)､ししとう(日本)・茄子とひき肉の炒め物=な

す(中国)､豚挽肉(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))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日

本（石川県）)

塩分制限食 松風蒸し

・松風蒸し=豚挽肉(日本)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､白ねぎ(日本)､椎茸(日本)､白みそ(米（アメリカ、日本）、大豆（日本）)､卵(日本他)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､みり

ん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､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))・春雨サラダ=胡瓜(日本)､

人参(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）)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・筍と蕗の

土佐煮=なす(中国)､ふき(中国)､筍(中国)､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)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日

本（石川県）)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

塩分制限食 高野豆腐の卵とじ

・高野豆腐の卵とじ=卵(日本他)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､椎茸(日本)､人参(日本)､高野豆腐(大豆（北米）)､みつば(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))､片栗粉(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・あんかけ=かぶ(日本)､豚挽肉(日本)､絹さや(中国)､片栗粉(日本)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､えのき

(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))､柚子(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分

解物(米・日本等))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

塩分制限食
むつの木の芽味噌

焼き

・むつの木の芽味噌焼き=ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､人参(日本)､白みそ(米（アメリカ、日本）、大豆（日本）)､ほうれん草(日本)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タ

イ等))､卵(日本他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､木の芽(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・炒め煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(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))・煮物=ふき(中国)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(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）)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

塩分制限食
さばのムニエルカ

レー風味

・さばのムニエルカレー風味=ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、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))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐

阜))､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)・付け合せ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・コンソメ煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・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))､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）)・付

け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)



塩分制限食
つきこんと豚肉の

ピリ辛炒め

・つきこんと豚肉のピリ辛炒め=豚ﾓﾓ(カナダ)､こんにゃく(日本)､牛蒡(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)､にんにく(日本)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))・南瓜のいとこ煮=南瓜(中国)､砂糖(オース

トラリア・タイ・フィジー・他)､あずき(日本)､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・うざく=胡瓜(日本)､うなぎ(中国)､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))､白ごま(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）)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石

川県）)

塩分制限食 銀杏のしゅうまい

・銀杏のしゅうまい=豚挽肉(日本)､銀杏(中国)､もやし(日本)､玉葱(日本)､焼売の皮(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)､片栗粉(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))､生姜(中国)､胡椒(インドネシア)・お浸し=ほうれん草(日本)､人参(日本)､八方だし(日

本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・麻婆春雨=鶏ささ身(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､人参(日本)､椎茸(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・ア

メリカ他)､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）)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

塩分制限食 牛肉の野菜巻き

・牛肉の野菜巻き=牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､いんげん(日本)､人参(日本)､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))､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))､赤ﾜｲﾝ(米発酵調味料(日本)・ワイン(日本))､ｳｽﾀｰｿｰｽ(トマト(アメリカ・トルコ・日本))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、

愛知、岐阜))､胡椒(インドネシア)・コーンソテー=ｺｰﾝ(アメリカ)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・温野菜=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・

炒め煮=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)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(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))・ペペロンチーノ=ﾆﾝﾆｸ(中国)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､赤唐辛子(中国)､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
鶏もも肉の香り揚

げ

・鶏もも肉の香り揚げ=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､片栗粉(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))､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)､ﾆﾝﾆｸ(中国)､黒胡椒(マレーシア他)・温野菜=人参(日本)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生

産）)・チンゲン菜のお浸し=青梗菜(日本)・海藻サラダ=胡瓜(日本)､海藻ミックス(中国、カナダ、チリ)・卵焼き=卵(日本他)､ﾈｷﾞ(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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィ

ジー・他)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・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=ｻｹ切身(日本、ロシア、アメリカ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､玉葱(日本)､白葱(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)､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))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本

等))､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）)・卵焼き=卵(日本他)､ﾈｷﾞ(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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国

産）(日本（石川県）)

塩分制限食
帆立貝の辛子ケ

チャップ

・帆立貝の辛子ケチャップ=帆立貝柱(北海道)､青梗菜(日本)､中華ｿｰｽ(日本)､白ねぎ(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(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))､生姜(日本)､にんにく(日本)・コンポート=砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・煮物=なす(中国)､豚挽肉(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)､生姜(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）)・卵焼き=卵(日本他)､ﾈｷﾞ(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))､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))､砂糖

(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・付け合わせ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

塩分制限食 肉団子と筍の煮物

・肉団子と筍の煮物=筍(中国)､鶏胸挽肉(日本)､人参(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､麩(アメリカ、カナダ)､卵(日本他)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オースト

ラリア))､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))､牛乳(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・

他)､片栗粉(日本)・野菜の変わり焼き=なす(中国)､ｱｽﾊﾟﾗ(日本、タイ、フィリピン)､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))､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))・椎

茸と油揚げの生姜酢=椎茸(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､葱(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)､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)､削り節(インドネシア、国産)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)・付け合わせ=ﾌﾞ

ﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)


