
（ポテトサラダムース）ポテトサラダ（馬鈴薯、半固体状ドレッシング、人参、その他）、加工油脂（植物油脂、卵白、食
塩、その他）、卵白、サラダ油、マヨネーズ、澱粉分解物、砂糖、食塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料
（アミノ酸）、（原材料の一部に卵、乳、小麦､大豆を含む）

　（シュウマイムース）シュウマイ（玉葱、鶏肉、小麦粉、その他）、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラ
ダ油、澱粉分解物、砂糖、薄口醤油、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に卵、乳、
小麦、豚肉、ゼラチンを含む）

（椎茸ムース）　椎茸、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、砂糖、澱粉分解物、濃口醤
油、かつお風味調味料、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）､（原材料の一部に卵、乳、小麦
を含む）

 （アスパラムース）　アスパラ、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、砂糖、白だし、
ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に卵、乳、小麦、大豆を含む）

（ブロッコリームース）　ブロッコリー、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、砂
糖、白だし、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に卵、乳、小麦、大豆を含
む）

　（豆腐ムース）　木綿豆腐、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、サラダ油、澱粉分解物、砂糖、ゲル化剤
（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、豆腐用凝固剤、（原材料の一部に卵、乳を含む）

（じゃが芋ムース）じゃが芋、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）サラダ油、卵白、澱粉分解物、、砂糖、食
塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に卵、乳、大豆を含む）

（ゴボウムース）　ゴボウ、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、濃口醤油、砂糖、ゲ
ル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）､（原材料の一部に卵、乳、小麦を含む）

(夕食用）　（シイラムース）シイラ、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、玉葱、澱粉分解
物、砂糖、食塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に卵、乳、大豆を含む）
（ごまダレ）砂糖、醤油、ねりごま、食塩、醸造酢、かつお節エキス、増粘剤（加工澱粉）、調味料（ｱﾐﾉ酸）、酒精、
（原材料の一部に小麦、大豆、ごまを含む)

(夕食用）　(サバムース）サバ、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、玉葱、砂糖、
食塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に卵、乳、大豆を含む）
（中華甘酢ダレ）砂糖、醤油、食塩、醸造酢、香辛料、酵母ｴｷｽ、増粘剤（加工澱粉）、調味料（ｱﾐﾉ酸）、（原材料の一部に
小麦を含む)

（朝食用）　（玉子焼きムース）　玉子焼き（鶏卵、植物油脂、でん粉、砂糖、その他）、卵白、加工油脂（植物油脂、
卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、砂糖、薄口醤油、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミ
ノ酸等）、（原材料の一部に卵、小麦、乳を含む）
（甘口ダレ）砂糖、醤油、食塩、醸造酢、増粘剤（加工澱粉）、調味料（ｱﾐﾉ酸）､（原材料の一部に小麦を含む）

（朝食用）　(牛肉ムース） 牛ミンチ、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、薄口醤油、砂糖、玉葱、澱粉分
解物、大豆粉末、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、（原材料の一部に卵、乳、小麦を含む）
（ゆずポン酢ソース）醤油、砂糖、米醸造調味料、醸造酢、合わせだし、ゆず果汁、その他、増粘剤（加工澱粉)、調味料（ア
ミノ酸等）、（原材料の一部に小麦、サバ含む）

（里芋ムース）　里芋、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、砂糖、澱粉分解物、薄口醤
油、かつお風味調味料、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に卵、乳、小麦
を含む）

（小松菜ムース）　小松菜、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、砂糖、白だし、ゲル
化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に卵、乳、小麦、大豆を含む）

（昼食用）　(ハンバーグムース）　ハンバーグ（鶏肉、玉葱、豚肉、その他）、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食
塩、その他）、ハンバーグソース（トマト、玉葱、リンゴ、その他）、成鶏肉、玉葱、澱粉分解物、サラダ油、砂糖、ゲル
化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、着色料（カラメル、ラック)、（原材料の一部に卵、乳、小麦、大
豆、ごまを含む）
（中華甘酢ダレ）砂糖、醤油、食塩、醸造酢、香辛料、酵母ｴｷｽ、増粘剤（加工澱粉）、調味料（ｱﾐﾉ酸）、（原材料の
一部に小麦を含む)

（昼食用）　(うなぎムース）　うなぎ蒲焼（うなぎ、醤油、砂糖混合異性化液糖、その他）、卵白、加工油脂（植物油脂、卵
白、食塩、その他）、うなぎのタレ（醤油、砂糖混合異性化液糖、発酵調味料、その他）、澱粉分解物、サラダ油、砂糖、大
豆粉末、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料(アミノ酸等)､着色料(カラメル､アナトー)､（原材料の一部に卵、乳、小
麦を含む）
（甘口ダレ）砂糖、醤油、食塩、醸造酢、増粘剤（加工澱粉）、調味料（ｱﾐﾉ酸）､（原材料の一部に小麦を含む）

 （ギョウザムース）　ギョウザ（キャベツ、豚肉、豚脂､その他）、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、
サラダ油、澱粉分解物、ゲル化剤（加工澱粉､増粘多糖類）､調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に卵､乳､小麦、大
豆､ごまを含む）

（かぼちゃムース）　かぼちゃ、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、サラダ油、砂糖、澱粉分解物、ゲル化剤
（加工澱粉、増粘多糖類）、香料、（原材料の一部に卵、乳､大豆を含む）

（うぐいす豆ムース）煮豆（青えんどう豆、砂糖、水飴、食塩）、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サ
ラダ油、砂糖、澱粉分解物、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、着色料（黄４、青１）、（原材料の一部に卵、乳、大
豆を含む）

（ほうれん草ムース）　ほうれん草、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、砂糖、かつ
お風味調味料、白だし、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、香料、（原材料の一部に卵、乳、小麦、
大豆を含む）

１人前セット　５日目　（玉子焼き、ハンバーグ中華風、シイラのゴマたれ焼き） １人前セット　６日目　（牛シャブ風、うなぎ蒲焼、サバの中華南蛮漬け）

　（シュウマイムース）シュウマイ（玉葱、鶏肉、小麦粉、その他）、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その
他）、サラダ油、澱粉分解物、砂糖、薄口醤油、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料
の一部に卵、乳、小麦、豚肉、ゼラチンを含む）

（カレイの子ムース）魚卵、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、砂糖、澱粉分解物、薄口醤油、
生姜、かつお風味調味料、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に卵、乳、小麦を含
む）

(夕食用）　(豚肉ムース）豚ミンチ、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、砂糖、薄口醤油、玉葱、澱
粉分解物、生姜、大豆粉末、かつお風味調味料、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材
料の一部に卵、乳、小麦を含む）
（醤油ダレ）砂糖、醤油、食塩、醸造酢、増粘剤（加工澱粉）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に小麦を含む）

(夕食用）　(ブリムース）ブリ、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、玉葱、砂糖、
食塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に卵、乳、大豆を含む）
（甘口ダレ）　砂糖、醤油、食塩、醸造酢、増粘剤（加工澱粉）、調味料（ｱﾐﾉ酸）､（原材料の一部に小麦を含む）

（カレイの子ムース）魚卵、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、砂糖、澱粉分解物、薄口
醤油、生姜、かつお風味調味料、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に卵、
乳、小麦を含む）

（コーンムース）　スイートコーン、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、サラダ油、澱粉分解物、砂糖、食塩、
ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に卵、乳、大豆を含む）

（昼食用）　(イカムース）　イカ、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、玉
葱、イカエキス、砂糖、食塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に卵、乳､大
豆を含む）
（中華甘酢ダレ）砂糖、醤油、食塩、醸造酢、香辛料、酵母ｴｷｽ、増粘剤（加工澱粉）、調味料（ｱﾐﾉ酸）、（原材料の
一部に小麦を含む)

（昼食用）　(焼き鳥ムース）　照り焼きチキン（鶏肉、砂糖、醤油、その他）、成鶏肉、サラダ油、卵白、加工油脂（植物油
脂、卵白、食塩、その他）、澱粉分解物、砂糖、薄口醤油、鶏がらスープ（食塩、デキストリン、食用油脂、その他）、ゲル化
剤（加工澱粉、増粘多糖類）、香料、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に卵、乳、小麦を含む）
（醤油ダレ）砂糖、醤油、食塩、醸造酢、増粘剤（加工澱粉）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に小麦を含む）

（里芋ムース）　里芋、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、砂糖、澱粉分解物、薄口醤
油、かつお風味調味料、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に卵、乳、小麦
を含む）

（さつま芋ムース）　さつま芋、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、砂糖、サラダ油、澱粉分解物、食塩、ゲ
ル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、香料、（原材料の一部に卵、乳､大豆を含む）

（ポテトサラダムース）ポテトサラダ（馬鈴薯、半固体状ドレッシング、人参、その他）、加工油脂（植物油脂、卵白、食
塩、その他）、卵白、サラダ油、マヨネーズ、澱粉分解物、砂糖、食塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料
（アミノ酸）、（原材料の一部に卵、乳、小麦､大豆を含む）

（ゴボウムース）　ゴボウ、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、濃口醤油、砂糖、ゲ
ル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）､（原材料の一部に卵、乳、小麦を含む）

１人前セット　３日目　（ミートボール、イカの中華甘酢煮、煮豚） １人前セット　４日目　（鯛の中華あんかけ、焼き鳥、ブリ照焼）

（朝食用）　（肉団子ムース）肉団子（鶏肉、粒状大豆たん白、パン粉、その他）、卵白、加工油脂（植物油脂、卵
白、食塩、その他）、サラダ油、鶏肉、玉葱、砂糖、醸造酢、澱粉分解物、薄口醤油、食塩、ゲル化剤（加工澱粉、増
粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、（原材料の一部に卵、乳、小麦、鶏肉、豚肉を含む）
（デミグラスソース）砂糖、デミグラスソース（鶏ひき肉、トマトペースト、オニオンルー、チキンペースト、酵母エキス、
その他）、ビーフエキス、その他、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工澱粉)、香辛料抽出物、（原材料の一部に乳、
小麦、鶏肉、豚肉、牛肉、大豆を含む）

（朝食用）　(鯛ムース）鯛、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、玉葱、砂糖、食
塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に卵、乳、大豆を含む）
（中華あん）砂糖、醤油、食塩、チキンエキス、ジンジャペースト、ごま油、酵母ｴｷｽ、増粘剤（加工澱粉）、調味料（ｱﾐﾉ酸）、
（原材料の一部に小麦、鶏肉、大豆、ごまを含む)

（コーンムース）　スイートコーン、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、サラダ油、澱粉分解物、砂糖、
食塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に卵、乳、大豆を含む）

（人参ムース）　人参、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、砂糖、かつお風味調味
料、白だし、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、香料、（原材料の一部に卵、乳、小麦、大豆を含
む）

（昼食用）　(海老ムース）　 海老、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、サラダ油、澱粉分解物、玉
葱、砂糖、海老エキス、食塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、トマト色素、（原材料の一
部に卵、乳､大豆を含む）
（チリソース）　砂糖、ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ、玉葱、食塩、醸造酢、酵母ｴｷｽ、増粘剤（加工澱粉）、調味料（ｱﾐﾉ酸）

（昼食用）　(牛肉ムース） 牛ミンチ、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、薄口醤油、砂糖、玉葱、澱粉分
解物、大豆粉末、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、（原材料の一部に卵、乳、小麦を含む）
（醤油ダレ）砂糖、醤油、食塩、醸造酢、増粘剤（加工澱粉）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に小麦を含む）

（ほうれん草ムース）ほうれん草、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、砂糖、
かつお風味調味料、白だし、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、香料、（原材料の一部に
卵、乳、小麦、大豆を含む）

（小松菜ムース）　小松菜、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、砂糖、白だし、ゲル
化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に卵、乳、小麦、大豆を含む）

（かぼちゃムース）かぼちゃ、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、サラダ油、砂糖、澱粉分解物、ゲ
ル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、香料、（原材料の一部に卵、乳､大豆を含む）

（玉ねぎムース）玉葱、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、、砂糖、ゲル化剤（加工
澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に卵、乳、大豆を含む）

（じゃが芋ムース）じゃが芋、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）サラダ油、卵白、澱粉分解物、、砂糖、食
塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に卵、乳、大豆を含む）

（トマトムース）　ホールトマト（トマト、トマトジュース、食塩）、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、サラダ油、
澱粉分解物、砂糖、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、香料、トマト色素、（原材料の一部に卵、乳、大豆を含む）

１人前セット　１日目　（サーモンソティ、海老チリ、鶏味噌煮） １人前セット　２日目　（カレイ味噌焼き、牛煮付け、タラのポン酢かけ）

（朝食用）　（サーモンムース）サーモントラウト、べにさけ、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サ
ラダ油、玉葱、澱粉分解物、砂糖、食塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、パプリカ色素、
（原材料の一部に卵、乳､大豆を含む）、　（中華あん）砂糖、醤油、食塩、チキンエキス、ジンジャペースト、ごま油、
酵母ｴｷｽ、増粘剤（加工澱粉）、調味料（ｱﾐﾉ酸）、（原材料の一部に小麦、鶏肉、大豆、ごまを含む)、
（中華あん）砂糖、醤油、食塩、チキンエキス、ジンジャペースト、ごま油、酵母ｴｷｽ、増粘剤（加工澱粉）、調味料（ｱ
ﾐﾉ酸）、（原材料の一部に小麦、鶏肉、大豆、ごまを含む)

（朝食用）　(カレイムース）　 黄金カレイ、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、 サラダ油、玉葱、澱粉分解
物、砂糖、食塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に卵、乳､大豆を含む）
（味噌ダレ）砂糖、味噌、食塩、そうだかつお節、酵母ｴｷｽ、増粘剤（加工澱粉）、調味料（ｱﾐﾉ酸）

（うずら豆ムース）　煮豆（うずら豆、砂糖、水飴、食塩）、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ
油、砂糖、澱粉分解物、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、酸味料、（原材料の一部に卵、乳､大豆を含む）、

　（豆腐ムース）　木綿豆腐、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、サラダ油、澱粉分解物、砂糖、ゲル化剤
（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、豆腐用凝固剤、（原材料の一部に卵、乳を含む）

(夕食用）　(鶏肉ムース） 鶏ミンチ、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、玉葱、澱粉分解物、砂糖、
生姜、鶏肝、鶏がらスープ（食塩、デキストリン、食用油脂、その他）、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料
（アミノ酸等）、（原材料の一部に卵、乳､大豆を含む）
（味噌ダレ）砂糖、味噌、食塩、そうだかつお節、酵母ｴｷｽ、増粘剤（加工澱粉）、調味料（ｱﾐﾉ酸）

(夕食用）　(タラムース）　タラ、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、玉葱、砂糖、
食塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に卵、乳､大豆を含む）
（ゆずポン酢ソース）醤油、砂糖、米醸造調味料、醸造酢、合わせだし、ゆず果汁、その他、増粘剤（加工澱粉)、調味料（ア
ミノ酸等）、（原材料の一部に小麦、サバ含む）

（椎茸ムース）　椎茸、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、砂糖、澱粉分解物、濃口醤
油、かつお風味調味料、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）､（原材料の一部に卵、乳、小麦
を含む）

（ごま豆腐ムース）　胡麻豆腐（でん粉、ねり胡麻、食塩）、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、サラダ油、ね
り胡麻、澱粉分解物、砂糖、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、香料、（原材料の一部に卵、乳､大豆
を含む）

【 1人前セット】 の原材料表示



（大根ムース）　切り干し大根、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、サラダ油、澱粉分解物、砂糖、白
だし､ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に卵、乳、小麦、大豆を含む）

（玉ねぎムース）玉葱、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、、砂糖、ゲル化剤（加工
澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に卵、乳、大豆を含む）



（トマトムース）　ホールトマト（トマト、トマトジュース、食塩）、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、サラ
ダ油、澱粉分解物、砂糖、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、香料、トマト色素、（原材料の一部に卵、乳、大豆を
含む）

（うずら豆ムース）　煮豆（うずら豆、砂糖、水飴、食塩）、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、砂
糖、澱粉分解物、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、酸味料、（原材料の一部に卵、乳､大豆を含む）

（さつま芋ムース）　さつま芋、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、砂糖、サラダ油、澱粉分解物、食
塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、香料、（原材料の一部に卵、乳､大豆を含む）

（ブロッコリームース）　ブロッコリー、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、砂糖、白
だし、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に卵、乳、小麦、大豆を含む）

（ポテトサラダムース）ポテトサラダ（馬鈴薯、半固体状ドレッシング、人参、その他）、加工油脂（植物油脂、卵白、食
塩、その他）、卵白、サラダ油、マヨネーズ、澱粉分解物、砂糖、食塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料
（アミノ酸）、（原材料の一部に卵、乳、小麦､大豆を含む）

（カレイの子ムース）魚卵、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、砂糖、澱粉分解物、薄口醤油、
生姜、かつお風味調味料、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に卵、乳、小麦を含
む）

（玉ねぎムース）玉葱、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、、砂糖、ゲル化
剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に卵、乳、大豆を含む）

（人参ムース）　人参、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、砂糖、かつお風味調味
料、白だし、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、香料、（原材料の一部に卵、乳、小麦、大豆を含
む）

（夕食用）　(サーモンムース）　サーモントラウト、べにさけ、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サ
ラダ油、玉葱、澱粉分解物、砂糖、食塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、パプリカ色素、
（原材料の一部に卵、乳､大豆を含む）
（チリソース）砂糖、ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ、玉葱、食塩、醸造酢、酵母ｴｷｽ、増粘剤（加工澱粉）、調味料（ｱﾐﾉ酸）

（夕食用）　(うなぎムース）　うなぎ蒲焼（うなぎ、醤油、砂糖混合異性化液糖、その他）、卵白、加工油脂（植物油脂、卵
白、食塩、その他）、うなぎのタレ（醤油、砂糖混合異性化液糖、発酵調味料、その他）、澱粉分解物、サラダ油、砂糖、大
豆粉末、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料(アミノ酸等)､着色料(カラメル､アナトー)､（原材料の一部に卵、乳、小
麦を含む）
（甘口ダレ）砂糖、醤油、食塩、醸造酢、増粘剤（加工澱粉）、調味料（ｱﾐﾉ酸）､（原材料の一部に小麦を含む）

（朝食用）　(タラムース）　タラ、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、玉葱、
砂糖、食塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に卵、乳､大豆を含む）
（中華あん）砂糖、醤油、食塩、チキンエキス、ジンジャペースト、ごま油、酵母ｴｷｽ、増粘剤（加工澱粉）、調味料（ｱ
ﾐﾉ酸）、（原材料の一部に小麦、鶏肉、大豆、ごまを含む)

（朝食用）　(豚肉ムース）豚ミンチ、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、砂糖、薄口醤油、玉葱、澱粉分
解物、生姜、大豆粉末、かつお風味調味料、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に
卵、乳、小麦を含む）
（ゆずポン酢ソース）醤油、砂糖、米醸造調味料、醸造酢、合わせだし、ゆず果汁、その他、増粘剤（加工澱粉)、調味料（ア
ミノ酸等）、（原材料の一部に小麦、サバ含む）

（うずら豆ムース）　煮豆（うずら豆、砂糖、水飴、食塩）、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ
油、砂糖、澱粉分解物、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、酸味料、（原材料の一部に卵、乳､大豆を含む）

（じゃが芋ムース）じゃが芋、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）サラダ油、卵白、澱粉分解物、、砂糖、食塩、ゲル
化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に卵、乳、大豆を含む）

（昼食用）　(サバムース）サバ、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、玉
葱、砂糖、食塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に卵、乳、大豆を含む）
（味噌ダレ）砂糖、味噌、食塩、そうだかつお節、酵母ｴｷｽ、増粘剤（加工澱粉）、調味料（ｱﾐﾉ酸）

（昼食用）　(ハンバーグムース）　ハンバーグ（鶏肉、玉葱、豚肉、その他）、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、そ
の他）、ハンバーグソース（トマト、玉葱、リンゴ、その他）、成鶏肉、玉葱、澱粉分解物、サラダ油、砂糖、ゲル化剤（加工澱
粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、着色料（カラメル、ラック)、（原材料の一部に卵、乳、小麦、大豆、ごまを含む）
（デミグラスソース）砂糖、デミグラスソース（鶏ひき肉、トマトペースト、オニオンルー、チキンペースト、酵母エキス、その
他）、ビーフエキス、その他、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工澱粉)、香辛料抽出物、（原材料の一部に乳、小麦、鶏肉、
豚肉、牛肉、大豆を含む）

（小松菜ムース）　小松菜、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、砂糖、白だ
し、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に卵、乳、小麦、大豆を含む）

（かぼちゃムース）　かぼちゃ、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、サラダ油、砂糖、澱粉分解物、ゲル化剤
（加工澱粉、増粘多糖類）、香料、（原材料の一部に卵、乳､大豆を含む）

（ブロッコリームース）　ブロッコリー、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、砂
糖、白だし、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に卵、乳、小麦、大豆を含
む）

（ゴボウムース）　ゴボウ、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、濃口醤油、砂糖、ゲ
ル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）､（原材料の一部に卵、乳、小麦を含む）

１人前セット　１１日目　（タラの中華あんかけ、サバ味噌煮、サーモンのチリ煮） １人前セット　１２日目　（ゆで豚、ハンバーグ、うなぎ蒲焼）

（シュウマイムース）シュウマイ（玉葱、鶏肉、小麦粉、その他）、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、
サラダ油、澱粉分解物、砂糖、薄口醤油、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一
部に卵、乳、小麦、豚肉、ゼラチンを含む）

（小松菜ムース）　小松菜、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、砂糖、白だし、ゲル
化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に卵、乳、小麦、大豆を含む）

（夕食用）　(イカムース）　イカ、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、玉
葱、イカエキス、砂糖、食塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に卵、乳､大
豆を含む）
（チリソース）砂糖、ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ、玉葱、食塩、醸造酢、酵母ｴｷｽ、増粘剤（加工澱粉）、調味料（ｱﾐﾉ酸）

（夕食用）　(豚肉ムース）豚ミンチ、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、砂糖、薄口醤油、玉葱、澱粉分
解物、生姜、大豆粉末、かつお風味調味料、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に
卵、乳、小麦を含む）
（中華甘酢ダレ）砂糖、醤油、食塩、醸造酢、香辛料、酵母ｴｷｽ、増粘剤（加工澱粉）、調味料（ｱﾐﾉ酸）、（原材料の一部に
小麦を含む)

（人参ムース）　人参、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、砂糖、かつお風
味調味料、白だし、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、香料、（原材料の一部に卵、乳、小
麦、大豆を含む）

 （アスパラムース）　アスパラ、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、砂糖、白だし、
ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に卵、乳、小麦、大豆を含む）

（トマトムース）　ホールトマト（トマト、トマトジュース、食塩）、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、サラ
ダ油、澱粉分解物、砂糖、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、香料、トマト色素、（原材料の一部に卵、乳、大豆を
含む）

（うぐいす豆ムース）煮豆（青えんどう豆、砂糖、水飴、食塩）、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ
油、砂糖、澱粉分解物、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、着色料（黄４、青１）、（原材料の一部に卵、乳、大豆を含む）

（昼食用）　(牛肉ムース） 牛ミンチ、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、薄口醤油、砂糖、玉葱、
澱粉分解物、大豆粉末、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、（原材料の一部に卵、乳、小麦を含む）
（デミグラスソース）砂糖、デミグラスソース（鶏ひき肉、トマトペースト、オニオンルー、チキンペースト、酵母エキス、
その他）、ビーフエキス、その他、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工澱粉)、香辛料抽出物、（原材料の一部に乳、
小麦、鶏肉、豚肉、牛肉、大豆を含む）

（昼食用）　(鯛ムース）鯛、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、玉葱、砂糖、食
塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に卵、乳、大豆を含む）
（ごまダレ）砂糖、醤油、ねりごま、食塩、醸造酢、かつお節エキス、増粘剤（加工澱粉）、調味料（ｱﾐﾉ酸）、酒精、（原材料
の一部に小麦、大豆、ごまを含む)

 （ごま豆腐ムース）　胡麻豆腐（でん粉、ねり胡麻、食塩）、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、サラ
ダ油、ねり胡麻、澱粉分解物、砂糖、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、香料、（原材料の一部
に卵、乳､大豆を含む）

（里芋ムース）　里芋、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、砂糖、澱粉分解物、薄口醤油、かつ
お風味調味料、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に卵、乳、小麦を含む）

（うずら豆ムース）　煮豆（うずら豆、砂糖、水飴、食塩）、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ
油、砂糖、澱粉分解物、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、酸味料、（原材料の一部に卵、乳､大豆を含む）

（じゃが芋ムース）じゃが芋、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）サラダ油、卵白、澱粉分解物、、砂糖、食塩、ゲル
化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に卵、乳、大豆を含む）

１人前セット　９日目　（玉子焼き、ハッシュドビーフ、イカの中華チリ炒め） １人前セット　１０日目　（海老の味噌焼き、鯛のゴマたれ焼き、酢豚）

（朝食用）　（玉子焼きムース）　玉子焼き（鶏卵、植物油脂、でん粉、砂糖、その他）、卵白、加工油脂（植物油
脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、砂糖、薄口醤油、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料
（アミノ酸等）、（原材料の一部に卵、小麦、乳を含む）
（醤油ダレ）砂糖、醤油、食塩、醸造酢、増粘剤（加工澱粉）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に小麦を含む）

（朝食用）　(海老ムース）　 海老、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、サラダ油、澱粉分解物、玉葱、砂
糖、海老エキス、食塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、トマト色素、（原材料の一部に卵、乳､大
豆を含む）
（味噌ダレ）砂糖、味噌、食塩、そうだかつお節、酵母ｴｷｽ、増粘剤（加工澱粉）、調味料（ｱﾐﾉ酸）

（夕食用）　（肉団子ムース）肉団子（鶏肉、粒状大豆たん白、パン粉、その他）、卵白、加工油脂（植物油脂、卵
白、食塩、その他）、サラダ油、鶏肉、玉葱、砂糖、醸造酢、澱粉分解物、薄口醤油、食塩、ゲル化剤（加工澱粉、増
粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、（原材料の一部に卵、乳、小麦、鶏肉、豚肉を含む）
（中華甘酢ダレ）砂糖、醤油、食塩、醸造酢、香辛料、酵母ｴｷｽ、増粘剤（加工澱粉）、調味料（ｱﾐﾉ酸）、（原材料の
一部に小麦を含む)

（夕食用）　(鶏肉ムース） 鶏ミンチ、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、玉葱、澱粉分解物、砂糖、生
姜、鶏肝、鶏がらスープ（食塩、デキストリン、食用油脂、その他）、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸
等）、（原材料の一部に卵、乳､大豆を含む）
（醤油ダレ）砂糖、醤油、食塩、醸造酢、増粘剤（加工澱粉）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に小麦を含む）

（トマトムース）　ホールトマト（トマト、トマトジュース、食塩）、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、サラ
ダ油、澱粉分解物、砂糖、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、香料、トマト色素、（原材料の一部に卵、乳、大豆を
含む）

（ほうれん草ムース）　ほうれん草、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、砂糖、かつ
お風味調味料、白だし、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、香料、（原材料の一部に卵、乳、小麦、
大豆を含む）

（大根ムース）　切り干し大根、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、サラダ油、澱粉分解物、砂糖、白
だし､ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に卵、乳、小麦、大豆を含む）

（椎茸ムース）　椎茸、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、砂糖、澱粉分解物、濃口醤油、かつ
お風味調味料、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）､（原材料の一部に卵、乳、小麦を含む）

（昼食用）　(鶏肉ムース） 鶏ミンチ、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、玉葱、澱粉分解物、砂
糖、生姜、鶏肝、鶏がらスープ（食塩、デキストリン、食用油脂、その他）、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味
料（アミノ酸等）、（原材料の一部に卵、乳､大豆を含む）
（ごまダレ）砂糖、醤油、ねりごま、食塩、醸造酢、かつお節エキス、増粘剤（加工澱粉）、調味料（ｱﾐﾉ酸）、酒精、
（原材料の一部に小麦、大豆、ごまを含む)

（昼食用）　(海老ムース）　 海老、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、サラダ油、澱粉分解物、玉葱、砂
糖、海老エキス、食塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、トマト色素、（原材料の一部に卵、乳､大
豆を含む）
（中華あん）砂糖、醤油、食塩、チキンエキス、ジンジャペースト、ごま油、酵母ｴｷｽ、増粘剤（加工澱粉）、調味料（ｱﾐﾉ酸）、
（原材料の一部に小麦、鶏肉、大豆、ごまを含む)

（うぐいす豆ムース）煮豆（青えんどう豆、砂糖、水飴、食塩）、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サ
ラダ油、砂糖、澱粉分解物、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、着色料（黄４、青１）、（原材料の一部に卵、乳、大
豆を含む）

（かぼちゃムース）　かぼちゃ、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、サラダ油、砂糖、澱粉分解物、ゲル化剤
（加工澱粉、増粘多糖類）、香料、（原材料の一部に卵、乳､大豆を含む）

 （ギョウザムース）　ギョウザ（キャベツ、豚肉、豚脂､その他）、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、
サラダ油、澱粉分解物、ゲル化剤（加工澱粉､増粘多糖類）､調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に卵､乳､小麦、大
豆､ごまを含む）

　（豆腐ムース）　木綿豆腐、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、サラダ油、澱粉分解物、砂糖、ゲル化剤
（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、豆腐用凝固剤、（原材料の一部に卵、乳を含む）

１人前セット　７日目　（鯛の味噌焼き、鶏のゴマたれ焼き、肉団子の甘酢あんかけ） １人前セット　８日目　（サーモン白焼き、海老の中華甘煮、チキンソテー）

（朝食用）　(鯛ムース）鯛、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、玉葱、砂
糖、食塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に卵、乳、大豆を含む）
（味噌ダレ）砂糖、味噌、食塩、そうだかつお節、酵母ｴｷｽ、増粘剤（加工澱粉）、調味料（ｱﾐﾉ酸）

（朝食用）　(サーモンムース）　サーモントラウト、べにさけ、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ
油、玉葱、澱粉分解物、砂糖、食塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、パプリカ色素、（原材料の一
部に卵、乳､大豆を含む）
（ゆずポン酢ソース）醤油、砂糖、米醸造調味料、醸造酢、合わせだし、ゆず果汁、その他、増粘剤（加工澱粉)、調味料（ア
ミノ酸等）、（原材料の一部に小麦、サバ含む）

（コーンムース）　スイートコーン、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、サラダ油、澱粉分解物、砂糖、
食塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に卵、乳、大豆を含む）

 （アスパラムース）　アスパラ、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、砂糖、白だし、
ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に卵、乳、小麦、大豆を含む）



（椎茸ムース）　椎茸、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、砂糖、澱粉分解物、濃口醤
油、かつお風味調味料、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）､（原材料の一部に卵、乳、小麦
を含む）

（ほうれん草ムース）　ほうれん草、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、砂糖、かつ
お風味調味料、白だし、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、香料、（原材料の一部に卵、乳、小麦、
大豆を含む）



（里芋ムース）　里芋、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、砂糖、澱粉分解物、薄口醤
油、かつお風味調味料、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に卵、乳、小麦
を含む）

（ゴボウムース）　ゴボウ、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、濃口醤油、砂糖、ゲ
ル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）､（原材料の一部に卵、乳、小麦を含む）

（夕食用）　(カレイムース）　 黄金カレイ、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、 サラダ油、玉葱、澱
粉分解物、砂糖、食塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に卵、乳､大豆を含
む）
（中華あん）砂糖、醤油、食塩、チキンエキス、ジンジャペースト、ごま油、酵母ｴｷｽ、増粘剤（加工澱粉）、調味料（ｱ
ﾐﾉ酸）、（原材料の一部に小麦、鶏肉、大豆、ごまを含む)

（夕食用）　（肉団子ムース）肉団子（鶏肉、粒状大豆たん白、パン粉、その他）、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食
塩、その他）、サラダ油、鶏肉、玉葱、砂糖、醸造酢、澱粉分解物、薄口醤油、食塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、
調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、（原材料の一部に卵、乳、小麦、鶏肉、豚肉を含む）
（デミグラスソース）砂糖、デミグラスソース（鶏ひき肉、トマトペースト、オニオンルー、チキンペースト、酵母エキス、その
他）、ビーフエキス、その他、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工澱粉)、香辛料抽出物、（原材料の一部に乳、小麦、鶏肉、
豚肉、牛肉、大豆を含む）

　（豆腐ムース）　木綿豆腐、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、サラダ油、澱粉分解物、砂糖、ゲル
化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、豆腐用凝固剤、（原材料の一部に卵、乳を含む）

（大根ムース）　切り干し大根、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、サラダ油、澱粉分解物、砂糖、白だし､
ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に卵、乳、小麦、大豆を含む）

（うぐいす豆ムース）煮豆（青えんどう豆、砂糖、水飴、食塩）、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サ
ラダ油、砂糖、澱粉分解物、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、着色料（黄４、青１）、（原材料の一部に卵、乳、大
豆を含む）

（人参ムース）　人参、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、砂糖、かつお風味調味
料、白だし、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、香料、（原材料の一部に卵、乳、小麦、大豆を含
む）

（昼食用）　(焼き鳥ムース）　照り焼きチキン（鶏肉、砂糖、醤油、その他）、成鶏肉、サラダ油、卵白、加工油脂
（植物油脂、卵白、食塩、その他）、澱粉分解物、砂糖、薄口醤油、鶏がらスープ（食塩、デキストリン、食用油脂、そ
の他）、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、香料、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に卵、乳、小麦を含む）
（甘口ダレ）砂糖、醤油、食塩、醸造酢、増粘剤（加工澱粉）、調味料（ｱﾐﾉ酸）､（原材料の一部に小麦を含む）

（昼食用）　（シイラムース）シイラ、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、玉葱、澱粉分解物、砂
糖、食塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に卵、乳、大豆を含む）
（ゆずポン酢ソース）醤油、砂糖、米醸造調味料、醸造酢、合わせだし、ゆず果汁、その他、増粘剤（加工澱粉)、調味料（ア
ミノ酸等）、（原材料の一部に小麦、サバ含む）

 （ギョウザムース）　ギョウザ（キャベツ、豚肉、豚脂､その他）、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、
サラダ油、澱粉分解物、ゲル化剤（加工澱粉､増粘多糖類）､調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に卵､乳､小麦、大
豆､ごまを含む）

（シュウマイムース）シュウマイ（玉葱、鶏肉、小麦粉、その他）、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ
油、澱粉分解物、砂糖、薄口醤油、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に卵、乳、
小麦、豚肉、ゼラチンを含む）

 （アスパラムース）　アスパラ、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、砂糖、白
だし、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に卵、乳、小麦、大豆を含む）

（カレイの子ムース）魚卵、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、砂糖、澱粉分解物、薄口醤油、
生姜、かつお風味調味料、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に卵、乳、小麦を含
む）

１人前セット　１３日目　（イカチリソース、焼き鳥、カレイの中華あんかけ） １人前セット　１４日目　（ブリのゴマたれ焼き、シイラ南蛮漬け、ミートボール）

（朝食用）　(イカムース）　イカ、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、玉
葱、イカエキス、砂糖、食塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に卵、乳､大
豆を含む）
（チリソース）砂糖、ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ、玉葱、食塩、醸造酢、酵母ｴｷｽ、増粘剤（加工澱粉）、調味料（ｱﾐﾉ酸）

（朝食用）　(ブリムース）ブリ、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、サラダ油、澱粉分解物、玉葱、砂糖、
食塩、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に卵、乳、大豆を含む）
（ごまダレ）砂糖、醤油、ねりごま、食塩、醸造酢、かつお節エキス、増粘剤（加工澱粉）、調味料（ｱﾐﾉ酸）、酒精、（原材料
の一部に小麦、大豆、ごまを含む)

 （ごま豆腐ムース）　胡麻豆腐（でん粉、ねり胡麻、食塩）、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、卵白、サラ
ダ油、ねり胡麻、澱粉分解物、砂糖、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、香料、（原材料の一部
に卵、乳､大豆を含む）

（さつま芋ムース）　さつま芋、卵白、加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）、砂糖、サラダ油、澱粉分解物、食塩、ゲ
ル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、香料、（原材料の一部に卵、乳､大豆を含む）


