
バランス健康食
焼き豆腐とつみれ

の炊合わせ

・焼き豆腐とつみれの炊合わせ=豆腐(日本)､大根(日本)､つみれ（いわし）(日本)､小結びしらたき(中国)､人参(中国)､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)・酢味噌和え=ﾎﾞｲﾙｱｻﾘ(中国)､葉葱(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)､赤みそ(大豆(アメリカ等)・食塩(日本))､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))・煮物=蓮

根(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)､削り節(インドネシア、国産)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川

県）)

バランス健康食 鶏肉のレモン醤油

・鶏肉のレモン醤油=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､大根(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))､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､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)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・付け合せ=ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､人参(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・煮物=里芋(中国)､八方

だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・お浸し=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､削り節(インドネシア、国産)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 陣笠揚げ煮

・陣笠揚げ煮=椎茸(日本)､鶏胸挽肉(日本)､蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､白ねぎ(日本)､片栗粉(日本)､絹さや(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィ

ジー・他)・卯の花炒り=おから(大豆())(日本)､人参(日本)､ささがきごぼう(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))､卵(日本他)､白ねぎ(日本)､豚挽肉(日

本)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､椎茸(中国)・卵巻き=卵(日本他)､小松菜(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))・くるみ和え=ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､人参(日本)､くるみ和えの素(くるみ(アメリカ))､くるみ(アメリカ)・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 さんまのピカタ

・さんまのピカタ=サンマ(韓国、台湾)､鶏胸(皮無)(日本)､卵(日本他)､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))､

ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)・付け合せ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､人参(日本)､ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ(タイ)・酢味噌和え=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))､白みそ(米

（アメリカ、日本）、大豆（日本）)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾜｶﾒ(中国)､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))・そぼろ煮=南瓜(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(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)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 かれいの煮付け

・かれいの煮付け=白カレイ切身(アメリカ)､人参(中国)､牛蒡(日本)､片栗粉(日本)､生姜(中国)・味噌煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)・卵焼き=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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・和え物=小松菜(日本)､えのき(日本)､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))､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))､ﾜｶﾒ(中国)・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 牛肉の柳川風

・牛肉の柳川風=卵(日本他)､牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､ささがきごぼう(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､みつば(日本)・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)・かぶの浅漬け=かぶ(日本)､かぶ葉(日本)・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)・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 海鮮五目炒め

・海鮮五目炒め=青梗菜(日本)､海老(インド)､イカ(ペルー)､うずら卵(タイ)､椎茸(日本)､たけのこ(中国)､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))､

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(中国)､生姜(日本)・りんごの揚げ餃子=粉あめ(フランス)､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)・焼きビーフン=白菜(日本)､

ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､ﾋﾞｰﾌﾝ(米（タイ）)､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))､玉葱(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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､木耳(中国)・ザーサイごはん=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ザーサイ(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))､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))､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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､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
海老団子と南瓜の

煮物

・海老団子と南瓜の煮物=南瓜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､冬瓜(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､片栗粉(日本)､卵(日本他)､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)・茄子田楽=なす(中国)､赤みそ(大豆(アメリカ等)・食塩(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))､砂糖(オーストラリア・タ

イ・フィジー・他)､ねり胡麻(中南米)､ｻﾗﾀﾞ油(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)・オクラのわさびマヨネーズ和え=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）)､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）)・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
スパイシーハン

バーグ

・スパイシーハンバーグ=豚挽肉(日本)､玉葱(日本)､牛乳(日本)､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(アメリカ))､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・その他))､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))､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､卵(日本他)､胡椒(インドネシア)・温野菜=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｶﾘﾌ

ﾗﾜｰ(中国)・いんげんと南瓜の含め煮=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)､生姜(中国)・ゆず味噌田楽=板こんにゃく(日本)､豆腐(日本)､白みそ(米

（アメリカ、日本）、大豆（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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・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）)

バランス健康食 すき焼き

・すき焼き=牛肩ﾛｰｽ(脂付)(オーストラリア)､豆腐(日本)､白菜(日本)､春菊(日本)､すきやきわりした(大豆())(日本、ベトナム)､椎茸(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))・和風グラタン=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ(たまねぎ(中国))､ﾊﾟﾙﾒｻﾞﾝﾁｰｽﾞ(日本)､白みそ(米（アメリカ、日本）、大豆（日本）)・お浸し=ｷｬ

ﾍﾞﾂ(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）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川

県）)

バランス健康食
さわらのマヨネー

ズ焼き

・さわらのマヨネーズ焼き=さわら(中国)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､卵(日本他)､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))､胡椒(インドネシア)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・付け合わせ=人参(中国)､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)､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)・きんぴらごぼう=ささがきごぼう(中国)､こんにゃく(日本)､人参(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))､七味唐辛子(唐

辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 幕の内弁当風

・鮭の塩焼き=サケ塩焼(日本、アメリカ)・卵焼き=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))・肉団子=肉団子(日本)・お浸し=もやし(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ

(日本)､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・煮物=里芋(中国)､板こんにゃく(日本)､人参(中国)､蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､絹さや(中国)・果物=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟ

ﾙ(コスタリカ)・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
鶏肉と青梗菜の中

華煮込

・鶏肉と青梗菜の中華風煮込=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､青梗菜(日本)､蓮根(中国)､白ねぎ(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))､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))､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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳

皮(日本)、胡麻(タイ他))・長芋とがんもの含め煮=長芋(日本)､京風がんも(大豆(アメリカ・中国等)、菜種(カナダ・オーストラリア等)、人参(日本、中国、他))､板こんにゃく(日本)､絹さや(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))・ひじきの白和え=豆腐(日本)､胡瓜(日本)､白みそ(米（アメリカ、日本）、大豆（日本）)､ひじき(韓国)､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)､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）)・煮物=里芋(中国)､板こんにゃく(日本)､人参(中国)､蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タ

イ他)､絹さや(中国)・果物=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)・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
和風きのこオムレ

ツ

・和風きのこオムレツ=卵(日本他)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(インドネシア)､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))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､黒胡椒(マレーシア他)・付け合せ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中

国)・煮物=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､大根(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)､人参(中国)､絹さや(中国)､ふ(日本)､生姜(中国)､砂糖(オーストラリア・タ

イ・フィジー・他)・さつま芋のサラダ=さつま芋(日本)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（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）)・果物=ﾊﾟｲﾅｯ

ﾌﾟﾙ(コスタリカ)・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)



カロリー制限食
焼き豆腐とつみれ

の炊合わせ

・焼き豆腐とつみれの炊合わせ=大根(日本)､豆腐(日本)､つみれ（いわし）(日本)､小結びしらたき(中国)､人参(中国)､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)・酢味噌和え=ﾎﾞｲﾙｱｻﾘ(中国)､葉葱(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)､赤みそ(大豆(アメリカ等)・食塩(日本))､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))・煮物=蓮根(中国)､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)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)・果物=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)・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)

カロリー制限食 鶏肉のレモン醤油

・鶏肉のレモン醤油=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､大根(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))､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､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)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・付け合せ=ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､人参(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・煮物=里芋(中国)､八方

だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・お浸し=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､削り節(インドネシア、国産)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 陣笠揚げ煮

・陣笠焼き煮=椎茸(日本)､鶏胸挽肉(日本)､蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､白ねぎ(日本)､片栗粉(日本)､絹さや(中国)､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))・卯の花炒り=おから(大豆())(日本)､人参(日本)､ささがきごぼう(中国)､卵(日本他)､白ねぎ(日本)､豚挽肉(日

本)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､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))､椎茸(中国)・卵巻き=卵(日本他)､小松菜(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))・くるみ和え=ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､人参(日本)､くるみ和えの素(くるみ(アメリカ))､くるみ(アメリカ)・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 さんまのピカタ

・さんまのピカタ=サンマ(韓国、台湾)､鶏胸(皮無)(日本)､卵(日本他)､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))､

ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)・付け合せ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､人参(日本)､ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ(タイ)・酢味噌和え=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))､白みそ(米

（アメリカ、日本）、大豆（日本）)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾜｶﾒ(中国)､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))・そぼろ煮=南瓜(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(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)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 かれいの煮付け

・かれいの煮付け=白カレイ切身(アメリカ)､人参(中国)､牛蒡(日本)､生姜(中国)・味噌煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)・卵焼き=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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・和え物=小松菜(日本)､えのき(日本)､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))､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))､ﾜｶﾒ(中国)・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 牛肉の柳川風

・牛肉の柳川風=卵(日本他)､牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､ささがきごぼう(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､みつば(日本)・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)・かぶの浅漬け=かぶ(日本)､かぶ葉(日本)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川

県）)､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 海鮮五目炒め

・海鮮五目炒め=青梗菜(日本)､イカ(ペルー)､海老(インド)､うずら卵(タイ)､椎茸(日本)､たけのこ(中国)､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))､

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(中国)､生姜(日本)・りんごのシナモン煮=砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリ

カ)・焼きビーフン=白菜(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､ﾋﾞｰﾌﾝ(米（タイ）)､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))､玉葱(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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､木耳(中国)・ザーサイごはん=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ザーサ

イ(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))､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))､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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､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）)



カロリー制限食
海老団子と南瓜の

煮物

・海老団子と南瓜の煮物=南瓜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､冬瓜(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､片栗粉(日本)､卵(日本他)､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)・茄子田楽=なす(中国)､赤みそ(大豆(アメリカ等)・食塩(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))､砂糖(オーストラリア・タ

イ・フィジー・他)､ねり胡麻(中南米)､ｻﾗﾀﾞ油(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)・オクラとツナのわさびマヨネーズ和

え=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）)・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
スパイシーハン

バーグ

・スパイシーハンバーグ=豚挽肉(日本)､玉葱(日本)､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(アメリカ))､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・その他))､牛乳(日本)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オースト

ラリア))､卵(日本他)､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))､胡椒(インドネシア)・温野菜=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｶﾘﾌ

ﾗﾜｰ(中国)・いんげんと南瓜の含め煮=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)､生姜(中国)・ゆず味噌田楽=板こんにゃく(日本)､豆腐(日本)､白みそ(米

（アメリカ、日本）、大豆（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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・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）)

カロリー制限食 すき焼き

・すき焼き=牛ﾓﾓ(脂無)(オーストラリア)､豆腐(日本)､白菜(日本)､春菊(日本)､すきやきわりした(大豆())(日本、ベトナム)､椎茸(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))・和風グラタン=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ(たまねぎ(中国))､ﾊﾟﾙﾒｻﾞﾝﾁｰｽﾞ(日本)､白みそ(米（アメリカ、日本）、大豆（日本）)・お浸し=ｷｬﾍﾞﾂ

(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（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）)

カロリー制限食
さわらのマヨネー

ズ焼き

・さわらのマヨネーズ焼き=さわら(中国)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､卵(日本他)､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))､胡椒(インドネシア)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・付け合わせ=人参(中国)､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）)・

煮物=南瓜(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)・きんぴらごぼう=ささがきごぼう(中国)､こんにゃく(日本)､人参(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))､七味唐辛子(唐

辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(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）)

カロリー制限食 幕の内弁当風

・鮭の塩焼き=サケ塩焼(日本、アメリカ)・卵焼き=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))・肉団子=肉団子(日本)・お浸し=もやし(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ

(日本)､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・煮物=里芋(中国)､板こんにゃく(日本)､人参(中国)､蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､絹さや(中国)・果物=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟ

ﾙ(コスタリカ)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)

カロリー制限食
鶏肉と青梗菜の中

華煮込

・鶏肉と青梗菜の中華風煮込=青梗菜(日本)､鶏モモ(皮無)(ブラジル)､蓮根(中国)､白ねぎ(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))､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))､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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、

陳皮(日本)、胡麻(タイ他))・長芋とがんもの含め煮=長芋(日本)､京風がんも(大豆(アメリカ・中国等)、菜種(カナダ・オーストラリア等)、人参(日本、中国、他))､板こんにゃく(日本)､絹さや(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))・ひじきの白和え=豆腐(日本)､胡瓜(日本)､白みそ(米（アメリカ、日本）、大豆（日本）)､ひじき(韓国)､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)､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（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)・煮物=里芋(中国)､板こんにゃく(日本)､人参(中国)､蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナ

ダ、中国、タイ他)､絹さや(中国)・果物=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)

カロリー制限食
和風きのこオムレ

ツ

・和風きのこオムレツ=卵(日本他)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(インドネシア)､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))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､黒胡椒(マレーシア他)・付け合せ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中

国)・煮物=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､大根(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)､人参(中国)､絹さや(中国)､ふ(日本)､生姜(中国)､砂糖(オーストラリア・タ

イ・フィジー・他)・さつま芋のサラダ=さつま芋(日本)､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）)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)､黒

ごま(ミャンマー・パラグアイ他)



タンパク制限食A
焼き豆腐とつみれ

の炊合わせ

・焼き豆腐とつみれの炊合わせ=豆腐(日本)､大根(日本)､つみれ（いわし）(日本)､小結びしらたき(中国)､人参(中国)､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)・酢味噌和え=葉葱(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日

本))､赤みそ(大豆(アメリカ等)・食塩(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)､辛子(からし粉(カナ

ダ)、コーンスターチ(日本))・煮物=蓮根(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)､削り節(インドネシア、

国産)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・果物=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)

タンパク制限食A 鶏肉のレモン醤油

・鶏肉のレモン醤油=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､大根(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))､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､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)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・付け合せ=ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､人参(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・煮物=里芋(中国)､八方

だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・お浸し=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､削り節(インドネシア、国産)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A 陣笠揚げ煮

・陣笠揚げ煮=椎茸(日本)､鶏胸挽肉(日本)､蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､白ねぎ(日本)､片栗粉(日本)､絹さや(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィ

ジー・他)・卯の花炒り=おから(大豆())(日本)､人参(日本)､ささがきごぼう(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))､卵(日本他)､白ねぎ(日本)､豚挽肉(日

本)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､椎茸(中国)・卵巻き=卵(日本他)､小松菜(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))・くるみ和え=ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､人参(日本)､くるみ和えの素(くるみ(アメリカ))､くるみ(アメリカ)・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 さんまのピカタ

・さんまのピカタ=サンマ(韓国、台湾)､卵(日本他)､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))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒

(インドネシア)・付け合せ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､人参(日本)､ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ(タイ)・酢味噌和え=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))､白みそ(米（アメリカ、日

本）、大豆（日本）)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾜｶﾒ(中国)､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))・そぼろ煮=南瓜(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(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)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A かれいの煮付け

・かれいの煮付け=白カレイ切身(アメリカ)､人参(中国)､牛蒡(日本)､片栗粉(日本)､生姜(中国)・味噌煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)・卵焼き=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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・和え物=小松菜(日本)､えのき(日本)､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))､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))､ﾜｶﾒ(中国)・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 牛肉の柳川風

・牛肉の柳川風=卵(日本他)､牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､ささがきごぼう(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､みつば(日本)・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)・かぶのソテー=かぶ(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))､かぶ葉(日本)､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）)､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）)

タンパク制限食A 海鮮五目炒め

・海鮮五目炒め=青梗菜(日本)､海老(インド)､イカ(ペルー)､うずら卵(タイ)､椎茸(日本)､たけのこ(中国)､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))､

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(中国)､生姜(日本)・りんごの揚げ餃子=粉あめ(フランス)､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)・焼きビーフン=白菜(日本)､

ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､ﾋﾞｰﾌﾝ(米（タイ）)､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))､玉葱(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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､木耳(中国)・ザーサイごはん=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ザーサイ(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))､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))､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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､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）)



タンパク制限食A
海老団子と南瓜の

煮物

・海老団子と南瓜の煮物=南瓜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､冬瓜(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､片栗粉(日本)､卵(日本他)､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)・茄子田楽=なす(中国)､赤みそ(大豆(アメリカ等)・食塩(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))､砂糖(オーストラリア・タ

イ・フィジー・他)､ねり胡麻(中南米)､ｻﾗﾀﾞ油(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)・オクラのわさびマヨネーズ和え=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）)､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）)・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
スパイシーハン

バーグ

・スパイシーハンバーグ=豚挽肉(日本)､玉葱(日本)､牛乳(日本)､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(アメリカ))､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・その他))､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))､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､卵(日本他)､胡椒(インドネシア)・温野菜=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｶﾘﾌ

ﾗﾜｰ(中国)・いんげんと南瓜の含め煮=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)､生姜(中国)・ゆず味噌田楽=板こんにゃく(日本)､豆腐(日本)､白みそ(米

（アメリカ、日本）、大豆（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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・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）)

タンパク制限食A すき焼き

・すき焼き=牛肩ﾛｰｽ(脂付)(オーストラリア)､豆腐(日本)､白菜(日本)､春菊(日本)､すきやきわりした(大豆())(日本、ベトナム)､椎茸(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))・和風グラタン=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ(たまねぎ(中国))､ﾊﾟﾙﾒｻﾞﾝﾁｰｽﾞ(日本)､白みそ(米（アメリカ、日本）、大豆（日本）)・お浸し=ｷｬ

ﾍﾞﾂ(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）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川

県）)

タンパク制限食A
さわらのマヨネー

ズ焼き

・さわらのマヨネーズ焼き=さわら(中国)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（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))､卵(日本他)､酒(水あめ

(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､胡椒(インドネシア)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・付け合わせ=人参(中国)､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)､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)・きんぴらごぼう=ささがきごぼう(中国)､こんにゃく(日本)､

人参(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))､七味唐

辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(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）)

タンパク制限食A 幕の内弁当風

・鮭の塩焼き=サケ塩焼(日本、アメリカ)・卵焼き=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))・肉団子=肉団子(日本)・お浸し=もやし(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ

(日本)､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・煮物=里芋(中国)､板こんにゃく(日本)､人参(中国)､蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､絹さや(中国)・果物=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟ

ﾙ(コスタリカ)・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)

タンパク制限食A
鶏肉と青梗菜の中

華煮込

・鶏肉と青梗菜の中華風煮込=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､青梗菜(日本)､蓮根(中国)､白ねぎ(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))､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))､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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳

皮(日本)、胡麻(タイ他))・長芋とがんもの含め煮=長芋(日本)､京風がんも(大豆(アメリカ・中国等)、菜種(カナダ・オーストラリア等)、人参(日本、中国、他))､板こんにゃく(日本)､絹さや(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))､片栗粉(日本)・ひじきの白和え=豆腐(日本)､胡瓜(日本)､白みそ(米（アメリカ、日本）、大豆（日本）)､ひじき(韓国)､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)､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）)・煮物=里芋(中国)､板こんにゃく(日本)､人参(中国)､蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナ

ダ、中国、タイ他)､絹さや(中国)・果物=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)・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)

タンパク制限食A
和風きのこオムレ

ツ

・和風きのこオムレツ=卵(日本他)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(インドネシア)､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))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､黒胡椒(マレーシア他)・付け合せ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中

国)・煮物=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､大根(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)､人参(中国)､絹さや(中国)､ふ(日本)､生姜(中国)､砂糖(オーストラリア・タ

イ・フィジー・他)・さつま芋のサラダ=さつま芋(日本)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（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）)・果物=ﾊﾟｲﾅｯ

ﾌﾟﾙ(コスタリカ)・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)



タンパク制限食B
焼き豆腐とつみれ

の炊合せ

・焼き豆腐とつみれの炊合わせ=豆腐(日本)､大根(日本)､つみれ（いわし）(日本)､小結びしらたき(中国)､人参(中国)､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)・酢味噌和え=葉葱(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日

本))､赤みそ(大豆(アメリカ等)・食塩(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)､辛子(からし粉(カナ

ダ)、コーンスターチ(日本))・煮物=蓮根(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)､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)・果物=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)・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)

タンパク制限食B 鶏肉のレモン醤油

・鶏肉のレモン醤油=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､大根(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))､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､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)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・付け合せ=ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､人参(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・煮物=里芋(中国)､八方

だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・お浸し=ｷｬﾍﾞﾂ(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）)､米油(日

本、ベトナム、ブラジル)

タンパク制限食B 陣笠揚げ煮

・陣笠揚げ煮=椎茸(日本)､鶏胸挽肉(日本)､蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､白ねぎ(日本)､片栗粉(日本)､絹さや(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィ

ジー・他)・卯の花炒り=おから(大豆())(日本)､人参(日本)､ささがきごぼう(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))､卵(日本他)､白ねぎ(日本)､豚挽肉(日

本)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､椎茸(中国)・卵巻き=卵(日本他)､小松菜(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))・くるみ和え=ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､人参(日本)､くるみ和えの素(くるみ(アメリカ))､くるみ(アメリカ)・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B さんまのピカタ

・さんまのピカタ=サンマ(韓国、台湾)､卵(日本他)､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))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒

(インドネシア)・付け合せ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､人参(日本)・酢味噌和え=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))､白みそ(米（アメリカ、日本）、大豆（日

本）)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾜｶﾒ(中国)､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))・そぼろ煮=南瓜(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(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)・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 かれいの煮付け

・かれいの煮付け=白カレイ切身(アメリカ)､人参(中国)､牛蒡(日本)､片栗粉(日本)､生姜(中国)・味噌煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)・卵焼き=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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・和え物=小松菜(日本)､えのき(日本)､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))､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))､ﾜｶﾒ(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)・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 牛肉の柳川風

・牛肉の柳川風=卵(日本他)､牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､ささがきごぼう(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､粉あめ(フランス)､みつば(日本)・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)・かぶのソテー=かぶ(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))､かぶ葉(日本)､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)､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)

タンパク制限食B 海鮮五目炒め

・海鮮五目炒め=青梗菜(日本)､海老(インド)､イカ(ペルー)､うずら卵(タイ)､椎茸(日本)､たけのこ(中国)､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))､

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(中国)､生姜(日本)・りんごの揚げ餃子=粉あめ(フランス)､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)・焼きビーフン=白菜(日本)､

ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､ﾋﾞｰﾌﾝ(米（タイ）)､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))､玉葱(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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､木耳(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)・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B
海老団子と南瓜の

煮物

・海老団子と南瓜の煮物=南瓜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､冬瓜(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､片栗粉(日本)､卵(日本他)､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)・茄子田楽=なす(中国)､赤みそ(大豆(アメリカ等)・食塩(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))､砂糖(オーストラリア・タ

イ・フィジー・他)､ねり胡麻(中南米)､ｻﾗﾀﾞ油(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)・オクラのわさびマヨネーズ和え=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）)､粉わさび(中国・カナダ・日本・アメリカ)・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)・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
スパイシーハン

バーグ

・スパイシーハンバーグ=豚挽肉(日本)､玉葱(日本)､牛乳(日本)､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(アメリカ))､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・その他))､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))､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､卵(日本他)､胡椒(インドネシア)・温野菜=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｶﾘﾌ

ﾗﾜｰ(中国)・いんげんと南瓜の含め煮=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)､生姜(中国)・ゆず味噌田楽=板こんにゃく(日本)､豆腐(日本)､白みそ(米

（アメリカ、日本）、大豆（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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､柚子(日本)・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B すき焼き

・すき焼き=牛肩ﾛｰｽ(脂付)(オーストラリア)､豆腐(日本)､白菜(日本)､春菊(日本)､すきやきわりした(大豆())(日本、ベトナム)､椎茸(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))・和風グラタン=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ(たまねぎ(中国))､ﾊﾟﾙﾒｻﾞﾝﾁｰｽﾞ(日本)､白みそ(米（アメリカ、日本）、大豆（日本）)・お浸し=ｷｬ

ﾍﾞﾂ(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)・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B
さわらのマヨネー

ズ焼き

・さわらのマヨネーズ焼き=さわら(中国)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（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))､卵(日本他)､酒(水あめ

(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､胡椒(インドネシア)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・付け合わせ=人参(中国)､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）)・オクラのおかか和え=オクラ(日本　タイ　フィリピン)､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)・きんぴらごぼう=さ

さがきごぼう(中国)､こんにゃく(日本)､人参(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))､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=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B 幕の内弁当風

・鮭の塩焼き=サケ塩焼(日本、アメリカ)､その他・卵焼き=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))､その他・肉団子=肉団子(日本)､その他・お浸

し=もやし(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)､その他・煮物=里芋(中国)､板こんにゃく(日本)､人参(中国)､蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ

他)､絹さや(中国)､その他・果物=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)､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)､黒ごま

(ミャンマー・パラグアイ他)､その他

タンパク制限食B
鶏肉と青梗菜の中

華煮込

・鶏肉と青梗菜の中華風煮込=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､青梗菜(日本)､蓮根(中国)､白ねぎ(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))､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))､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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳

皮(日本)、胡麻(タイ他))・長芋とがんもの含め煮=長芋(日本)､京風がんも(大豆(アメリカ・中国等)、菜種(カナダ・オーストラリア等)、人参(日本、中国、他))､板こんにゃく(日本)､絹さや(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))､片栗粉(日本)・ひじきの白和え=豆腐(日本)､胡瓜(日本)､白みそ(米（アメリカ、日本）、大豆（日本）)､ひじき(韓国)､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)､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=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)・煮物=里芋(中国)､板こ

んにゃく(日本)､人参(中国)､蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､絹さや(中国)・果物=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)・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)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)

タンパク制限食B
和風きのこオムレ

ツ

・和風きのこオムレツ=卵(日本他)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(インドネシア)､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))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､黒胡椒(マレーシア他)・付け合せ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中

国)・煮物=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､大根(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)､人参(中国)､絹さや(中国)､ふ(日本)､生姜(中国)､砂糖(オーストラリア・タ

イ・フィジー・他)・さつま芋のサラダ=さつま芋(日本)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)・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)・果物=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)・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)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)



タンパク制限食C
焼き豆腐とつみれ

の炊合わせ

・焼き豆腐とつみれの炊合わせ=大根(日本)､豆腐(日本)､つみれ（いわし）(日本)､小結びしらたき(中国)､人参(中国)､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)・酢味噌和え=葉葱(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､赤みそ(大豆(アメリカ等)・食塩(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)､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))・煮物=蓮根(中国)､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)・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)・果物=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)・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)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)

タンパク制限食C 鶏肉のレモン醤油

・鶏肉のレモン醤油=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､大根(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))､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､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)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・付け合せ=ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､人参(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・煮物=里芋(中国)､八方

だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・お浸し=ｷｬﾍﾞﾂ(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）)､米油(日

本、ベトナム、ブラジル)

タンパク制限食C 陣笠揚げ煮

・陣笠焼き煮=椎茸(日本)､鶏胸挽肉(日本)､蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､白ねぎ(日本)､片栗粉(日本)､絹さや(中国)､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))・卯の花炒り=おから(大豆())(日本)､人参(日本)､ささがきごぼう(中国)､卵(日本他)､白ねぎ(日本)､豚挽肉(日

本)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､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))､椎茸(中国)・卵巻き=卵(日本他)､小松菜(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))・くるみ和え=ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､人参(日本)､くるみ和えの素(くるみ(アメリカ))､くるみ(アメリカ)・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 さんまのピカタ

・さんまのピカタ=サンマ(韓国、台湾)､鶏胸(皮無)(日本)､卵(日本他)､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))､

ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)・付け合せ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､人参(日本)､ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ(タイ)・酢味噌和え=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))､白みそ(米

（アメリカ、日本）、大豆（日本）)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾜｶﾒ(中国)､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))・そぼろ煮=南瓜(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(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)・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 かれいの煮付け

・かれいの煮付け=白カレイ切身(アメリカ)､人参(中国)､牛蒡(日本)､生姜(中国)・味噌煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)・卵焼き=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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・和え物=小松菜(日本)､えのき(日本)､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))､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))､ﾜｶﾒ(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)・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 牛肉の柳川風

・牛肉の柳川風=卵(日本他)､牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､ささがきごぼう(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､粉あめ(フランス)､みつば(日本)・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)・かぶの浅漬け=かぶ(日本)､かぶ葉(日本)・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)､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)

タンパク制限食C 海鮮五目炒め

・海鮮五目炒め=青梗菜(日本)､イカ(ペルー)､海老(インド)､うずら卵(タイ)､椎茸(日本)､たけのこ(中国)､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))､

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(中国)､生姜(日本)・りんごのシナモン煮=砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリ

カ)・焼きビーフン=白菜(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､ﾋﾞｰﾌﾝ(米（タイ）)､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))､玉葱(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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､木耳(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)・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
海老団子と南瓜の

煮物

・海老団子と南瓜の煮物=南瓜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､冬瓜(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､片栗粉(日本)､卵(日本他)､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)・茄子田楽=なす(中国)､赤みそ(大豆(アメリカ等)・食塩(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))､砂糖(オーストラリア・タ

イ・フィジー・他)､ねり胡麻(中南米)､ｻﾗﾀﾞ油(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)・オクラのわさびマヨネーズ和え=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）)､粉わさび(中国・カナダ・日本・アメリカ)・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)・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
スパイシーハン

バーグ

・スパイシーハンバーグ=豚挽肉(日本)､玉葱(日本)､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(アメリカ))､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・その他))､牛乳(日本)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オースト

ラリア))､卵(日本他)､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))､胡椒(インドネシア)・温野菜=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｶﾘﾌ

ﾗﾜｰ(中国)・いんげんと南瓜の含め煮=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)､生姜(中国)・ゆず味噌田楽=板こんにゃく(日本)､豆腐(日本)､白みそ(米

（アメリカ、日本）、大豆（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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､柚子(日本)・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 すき焼き

・すき焼き=牛ﾓﾓ(脂無)(オーストラリア)､豆腐(日本)､白菜(日本)､春菊(日本)､すきやきわりした(大豆())(日本、ベトナム)､椎茸(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))・和風グラタン=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ(たまねぎ(中国))､ﾊﾟﾙﾒｻﾞﾝﾁｰｽﾞ(日本)､白みそ(米（アメリカ、日本）、大豆（日本）)・お浸し=ｷｬﾍﾞﾂ

(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)・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
さわらのマヨネー

ズ焼き

・さわらのマヨネーズ焼き=さわら(中国)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､卵(日本他)､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))､胡椒(インドネシア)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・付け合わせ=人参(中国)､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）)・

オクラのおかか和え=オクラ(日本　タイ　フィリピン)､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)・きんぴらごぼう=ささがきご

ぼう(中国)､こんにゃく(日本)､人参(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))､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=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 幕の内弁当風

・鮭の塩焼き=サケ塩焼(日本、アメリカ)､その他・卵焼き=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))､その他・肉団子=肉団子(日本)､その他・お浸

し=もやし(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)､その他・煮物=里芋(中国)､板こんにゃく(日本)､人参(中国)､蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ

他)､絹さや(中国)､その他・果物=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)､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)､黒ごま

(ミャンマー・パラグアイ他)､その他

タンパク制限食C
鶏肉と青梗菜の中

華煮込

・鶏肉と青梗菜の中華風煮込=青梗菜(日本)､鶏モモ(皮無)(ブラジル)､蓮根(中国)､白ねぎ(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))､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))､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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、

陳皮(日本)、胡麻(タイ他))・長芋とがんもの含め煮=長芋(日本)､京風がんも(大豆(アメリカ・中国等)、菜種(カナダ・オーストラリア等)、人参(日本、中国、他))､板こんにゃく(日本)､絹さや(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))・ひじきの白和え=豆腐(日本)､胡瓜(日本)､白みそ(米（アメリカ、日本）、大豆（日本）)､ひじき(韓国)､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)､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=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)・煮物=里芋(中国)､板こんにゃく(日

本)､人参(中国)､蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､絹さや(中国)・果物=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)・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)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)

タンパク制限食C
和風きのこオムレ

ツ

・和風きのこオムレツ=卵(日本他)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(インドネシア)､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))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､黒胡椒(マレーシア他)・付け合せ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中

国)・煮物=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､大根(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)､人参(中国)､絹さや(中国)､ふ(日本)､生姜(中国)､砂糖(オーストラリア・タ

イ・フィジー・他)・さつま芋のサラダ=さつま芋(日本)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)・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)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)



塩分制限食
焼き豆腐とつみれ

の炊合わせ

・焼き豆腐とつみれの炊合わせ=大根(日本)､豆腐(日本)､つみれ（いわし）(日本)､小結びしらたき(中国)､人参(中国)､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)・酢味噌和え=ﾎﾞｲﾙｱｻﾘ(中国)､葉葱(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)､赤みそ(大豆(アメリカ等)・食塩(日本))､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))・煮物=蓮根(中国)､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)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・果物=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)・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)

塩分制限食 鶏肉のレモン醤油

・鶏肉のレモン醤油=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､大根(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))､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､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)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・付け合せ=ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､人参(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・煮物=里芋(中国)､八方

だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・お浸し=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､削り節(インドネシア、国産)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

塩分制限食 陣笠揚げ煮

・陣笠焼き煮=椎茸(日本)､鶏胸挽肉(日本)､蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､白ねぎ(日本)､片栗粉(日本)､絹さや(中国)､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))・卯の花炒り=おから(大豆())(日本)､人参(日本)､ささがきごぼう(中国)､卵(日本他)､白ねぎ(日本)､豚挽肉(日

本)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､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))､椎茸(中国)・卵巻き=卵(日本他)､小松菜(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))・くるみ和え=ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､人参(日本)､くるみ和えの素(くるみ(アメリカ))､くるみ(アメリカ)・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 さんまのピカタ

・さんまのピカタ=サンマ(韓国、台湾)､鶏胸(皮無)(日本)､卵(日本他)､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))､

ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)・付け合せ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､人参(日本)､ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ(タイ)・酢味噌和え=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))､白みそ(米

（アメリカ、日本）、大豆（日本）)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾜｶﾒ(中国)､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))・そぼろ煮=南瓜(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(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)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

塩分制限食 かれいの煮付け

・かれいの煮付け=白カレイ切身(アメリカ)､人参(中国)､牛蒡(日本)､生姜(中国)・味噌煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)・卵焼き=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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・和え物=小松菜(日本)､えのき(日本)､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))､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))､ﾜｶﾒ(中国)・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 牛肉の柳川風

・牛肉の柳川風=卵(日本他)､牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､ささがきごぼう(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､みつば(日本)・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)・浅漬け=かぶ(日本)､かぶ葉(日本)・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)・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 海鮮五目炒め

・海鮮五目炒め=青梗菜(日本)､イカ(ペルー)､海老(インド)､うずら卵(タイ)､椎茸(日本)､たけのこ(中国)､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))､

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(中国)､生姜(日本)・りんごのシナモン煮=砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリ

カ)・焼きビーフン=白菜(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(日本)､ﾋﾞｰﾌﾝ(米（タイ）)､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))､玉葱(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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､木耳(中国)・ザーサイごはん=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ザーサ

イ(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))､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))､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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､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）)



塩分制限食
海老団子と南瓜の

煮物

・海老団子と南瓜の煮物=南瓜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､冬瓜(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(中国)､片栗粉(日本)､卵(日本他)､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)・茄子田楽=なす(中国)､赤みそ(大豆(アメリカ等)・食塩(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))､砂糖(オーストラリア・タ

イ・フィジー・他)､ねり胡麻(中南米)､ｻﾗﾀﾞ油(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)・オクラとツナのわさびマヨネーズ和

え=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）)・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
スパイシーハン

バーグ

・スパイシーハンバーグ=豚挽肉(日本)､玉葱(日本)､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(アメリカ))､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・その他))､牛乳(日本)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オースト

ラリア))､卵(日本他)､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))､胡椒(インドネシア)・温野菜=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｶﾘﾌ

ﾗﾜｰ(中国)・いんげんと南瓜の含め煮=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)､生姜(中国)・ゆず味噌田楽=板こんにゃく(日本)､豆腐(日本)､白みそ(米

（アメリカ、日本）、大豆（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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・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 すき焼き

・すき焼き=牛ﾓﾓ(脂無)(オーストラリア)､豆腐(日本)､白菜(日本)､春菊(日本)､すきやきわりした(大豆())(日本、ベトナム)､椎茸(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))・和風グラタン=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ(たまねぎ(中国))､ﾊﾟﾙﾒｻﾞﾝﾁｰｽﾞ(日本)､白みそ(米（アメリカ、日本）、大豆（日本）)・お浸し=ｷｬﾍﾞﾂ

(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）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川

県）)

塩分制限食
さわらのマヨネー

ズ焼き

・さわらのマヨネーズ焼き=さわら(中国)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､卵(日本他)､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))､胡椒(インドネシア)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・付け合わせ=人参(中国)､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）)・

オクラのおかか和え=オクラ(日本　タイ　フィリピン)､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)・きんぴらごぼう=ささがきご

ぼう(中国)､こんにゃく(日本)､人参(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))､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(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）)

塩分制限食 幕の内弁当風

・鮭の塩焼き=サケ塩焼(日本、アメリカ)・卵焼き=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))・肉団子=肉団子(日本)・お浸し=もやし(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ

(日本)､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・煮物=里芋(中国)､板こんにゃく(日本)､人参(中国)､蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､絹さや(中国)・果物=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟ

ﾙ(コスタリカ)・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)

塩分制限食
鶏肉と青梗菜の中

華煮込

・鶏肉と青梗菜の中華風煮込=青梗菜(日本)､鶏モモ(皮無)(ブラジル)､蓮根(中国)､白ねぎ(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))､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))､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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、

陳皮(日本)、胡麻(タイ他))・長芋とがんもの含め煮=長芋(日本)､京風がんも(大豆(アメリカ・中国等)、菜種(カナダ・オーストラリア等)、人参(日本、中国、他))､板こんにゃく(日本)､絹さや(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))・ひじきの白和え=豆腐(日本)､胡瓜(日本)､白みそ(米（アメリカ、日本）、大豆（日本）)､ひじき(韓国)､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)､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）)・煮物=里芋(中国)､板こんにゃく(日本)､人参(中国)､蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、

タイ他)､絹さや(中国)・果物=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)・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)

塩分制限食
和風きのこオムレ

ツ

・和風きのこオムレツ=卵(日本他)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(インドネシア)､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))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､黒胡椒(マレーシア他)・付け合せ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中

国)・煮物=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､大根(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)､人参(中国)､絹さや(中国)､ふ(日本)､生姜(中国)､砂糖(オーストラリア・タ

イ・フィジー・他)・さつま芋のサラダ=さつま芋(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）)､黒ごま(ミャンマー・パ

ラグアイ他)


