
３食セット　【お肉のセット　Ａ】 ３食セット　【お魚のセット　Ａ】
３食セット　【牛すき焼きセット】
甘口ダレ付き

３食セット　【酢豚セット】
中華甘酢ダレ付き

３食セット　【鶏の味噌煮セット】
味噌ダレ付き

３食セット　【カレイの煮付けセット】
醤油ダレ付き

３食セット　【海老チリソースセット】
チリソース付き

３食セット　【タラの味噌焼きセット】
味噌ダレ付き

(メイン用、牛ムース）  牛肉、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）、（原材料の一部に小麦、乳成分を含む）
（タレ）　甘口ダレ

 (メイン用、豚ムース）　豚肉、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（食
塩、砂糖類、風味原料）、ゲル化剤（加工澱粉、増粘
多糖類）、調味料（アミノ酸等）、酸味料、（原材料の一
部に小麦、乳成分を含む）　　（タレ）中華甘酢ダレ

(メイン用、鶏ムース）  鶏肉、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）、酸味料、
（原材料の一部に大豆、乳成分を含む）　　（タレ）
味噌ダレ

(メイン用、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
大豆、乳成分を含む）　　（タレ）　醤油ダレ

 (メイン用、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、
（原材料の一部に大豆、乳成分を含む）　　（タレ）チリ
ソース

(メイン用、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）、（原材料の一部に大豆、乳成
分を含む）　（タレ）味噌ダレ

（小鉢(1)、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（醤油、還元水飴、食塩、その
他）、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（ア
ミノ酸等）、（原材料の一部に乳成分、小麦を含む）

（小鉢(1)、ギョウザムース）　ギョウザ（小麦粉、でん
粉、豚肉、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
材料の一部に大豆、乳成分を含む）

（小鉢(1)、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（食塩、砂糖類、風味原料）、ゲル化剤（加
工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、酸味
料、（原材料の一部に乳成分、小麦を含む）

（小鉢(1)、シュウマイムース）　シュウマイ（玉葱、グ
リンピース、鶏肉、豚肉、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
小麦、ゼラチン、乳成分を含む）

（小鉢(1)、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（食塩、砂糖類、
風味原料）、白だし（醤油、還元水飴、食塩、その他）、
ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸
等）、香料、（原材料の一部に乳成分、小麦を含む）

（小鉢(1)、玉子焼きムース）　玉子焼き（鶏卵、植物油
脂、でん粉、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）、（原材料の一部に小麦、乳成分を含む）

（小鉢(2)、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、酸
味料、（原材料の一部に大豆、乳成分を含む）

（小鉢(2)、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、（原材料の一部に大豆、乳成分を含む）

（小鉢(2)、豆腐ムース）　もめん豆腐、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）、（原材料の一部に
乳成分を含む）

（小鉢(2)、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）、（原材料の一部に大
豆、乳成分を含む）

（小鉢(2)、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（食塩、砂糖類、
風味原料）、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味
料（アミノ酸等）、（原材料の一部に乳成分、小麦を含
む）

（小鉢(2)、ごま豆腐ムース）　ごま豆腐（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、（原材料の一部に大豆、乳成分を含む）

（小鉢(3)、玉子焼きムース）　玉子焼き（鶏卵、植物
油脂、でん粉、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）、（原材料の一部に小麦、乳成分を含
む）

（小鉢(3)、ごま豆腐ムース）　ごま豆腐（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、（原材料の一部に大豆、乳成分を含む）

（小鉢(3)、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（醤油、還元水飴、
食塩、その他）、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖
類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に乳成
分、小麦を含む）

（小鉢(3)、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（食塩、砂糖類、風味
原料）、白だし（醤油、還元水飴、食塩、その他）、ゲ
ル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸
等）、香料、（原材料の一部に小麦、乳成分を含む）

（小鉢(3)、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、（原材料の一部に大豆、乳成分を含む）

（小鉢(3)、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（醤油、還元水飴、食塩、その他）、ゲ
ル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸
等）、（原材料の一部に乳成分、小麦を含む）

３食セット　【お肉のセット　Ｂ】 ３食セット　【お魚のセット　Ｂ】
３食セット　【牛の味噌焼きセット】
味噌ダレ付き

３食セット　【和風ハンバーグセット】
醤油ダレ付き

３食セット　【鶏の照焼きセット】
甘口ダレ付き

３食セット　【サーモンのチリソース煮
セット】　チリソース付き

３食セット　【海老甘煮セット】
甘口ダレ付き

３食セット　【鯛の煮付けセット】
醤油ダレ付き

(メイン用、牛ムース） 牛肉、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）、（原材料の一部に小麦、乳成分を含む）  （タ
レ）　味噌ダレ

 (メイン用、ハンバーグムース）　　ハンバーグ（鶏
肉、豚肉、玉葱、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）、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
の一部に大豆、乳、小麦を含む）　　（タレ）醤油ダレ

(メイン用、鶏ムース） 　鶏肉、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）、酸味料、
（原材料の一部に大豆、乳成分を含む）　　（タレ）
甘口ダレ

(メイン用、サーモンムース）   サーモン、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、
（原材料の一部に大豆、乳成分を含む）  （タレ）　チ
リソース

 (メイン用、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、
（原材料の一部に大豆、乳成分を含む）　　（タレ）甘口
ダレ

(メイン用、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）、（原材料の一部に大豆、乳成
分を含む）　　（タレ）醤油ダレ

（小鉢(1)、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
の一部に乳、小麦、大豆を含む）

（小鉢(1)、玉子焼きムース）　玉子焼き（鶏卵、植物
油脂、でん粉、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）、（原材料の一部に小麦、乳成分を含
む）

（小鉢(1)、シュウマイムース）　シュウマイ（玉葱、
グリンピース、鶏肉、豚肉、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
の一部に小麦、ゼラチン、乳成分を含む）

（小鉢(１)、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、酸味料、（原材料の一部に大豆、乳成分を含む）

（小鉢(1)、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（食
塩、砂糖類、風味原料）、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多
糖類）、調味料（アミノ酸等）、酸味料、（原材料の一部
に乳成分、小麦を含む）

（小鉢(1)、玉子焼きムース）　玉子焼き（鶏卵、植物油
脂、でん粉、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）、（原材料の一部に小麦、乳成分を含む）

（小鉢(2)、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、こいくち醤油、かつお風味調味料（食塩、砂
糖類、風味原料）、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖
類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に乳成分、
小麦を含む）

（小鉢(2)、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（醤油、還元水飴、食
塩、その他）、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調
味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に乳成分、小麦を
含む）

（小鉢(2)、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、（原材料の一部に大豆、乳成分
を含む）

（小鉢(2)、さつま芋）　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、（原材料の一部に大豆、乳成分を含む）

（小鉢(2)、豆腐ムース）　もめん豆腐、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）、（原材料の一部に乳成分を含む）

（小鉢(2)、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、（原材料の一部に大豆、乳成分を含む）

（小鉢(3)、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（食塩、砂
糖類、風味原料）、白だし（醤油、還元水飴、食塩、そ
の他）、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料
（アミノ酸等）、香料、（原材料の一部に乳成分、小麦
を含む）

（小鉢(3)、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）、（原材料の一部に大
豆、乳成分を含む）

（小鉢(3)、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（醤油、還元水飴、
食塩、その他）、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖
類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に乳成
分、小麦を含む）

（小鉢(3)、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）、（原材料の一部に大
豆、乳成分を含む）

（小鉢(3)、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（醤油、還元水飴、食塩、そ
の他）、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（ア
ミノ酸等）、（原材料の一部に乳成分、小麦を含む）

（小鉢(3)、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（食塩、砂糖類、
風味原料）、白だし（醤油、還元水飴、食塩、その他）、
ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸
等）、香料、（原材料の一部に乳成分、小麦を含む）

３食セット　【お肉のセット　Ｃ】 ３食セット　【お魚のセット　Ｃ】
３食セット　【煮豚セット】
醤油ダレ付き

３食セット　【焼き鳥セット】
甘口ダレ付き

３食セット　【肉団子の甘酢セット】
中華甘酢ダレ付き

３食セット　【鮭の照焼きセット】
甘口ダレ付き

３食セット　【イカの中華甘酢セット】
中華甘酢ダレ付き

３食セット　【白身魚の味噌煮セット】
味噌ダレ付き

(メイン用、豚ムース）  豚肉、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
（食塩、砂糖類、風味原料）、ゲル化剤（加工澱粉、増
粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、酸味料、（原材料
の一部に小麦、乳成分を含む） （タレ）　醤油ダレ

 (メイン用、焼き鳥ムース）　　照り焼きチキン（鶏肉、
醤油、砂糖、その他）、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）、カラメル色素、（原材
料の一部に小麦、乳成分を含む）　　（タレ）甘口ダレ

(メイン用、肉団子ムース） 　　肉団子（鶏肉、パン
粉、粒状大豆たん白、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、（原材料の一部に小
麦、豚肉、乳を含む）　　（タレ）中華甘酢ダレ

(メイン用、サーモンムース）  　　サーモン、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、（原材料の一部に大豆、乳成分を含む）  （タレ）
甘口ダレ

 (メイン用、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
に大豆、乳成分を含む）　　（タレ）中華甘酢ダレ

(メイン用、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）、（原材料の一部に大豆、
乳成分を含む）　　（タレ）味噌ダレ

（小鉢(1)、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（食塩、砂糖類、風味原料）、ゲル化剤（加工澱粉、
増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、酸味料、（原材
料の一部に乳成分、小麦を含む）

（小鉢(1)、さつま芋）　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、（原材料の一部に大豆、乳成分を含む）

（小鉢(１)、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、酸味料、（原材料の一部に大豆、乳成分
を含む）

（小鉢(1)、ごま豆腐ムース）　ごま豆腐（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、（原材料の一部に大豆、乳成分を
含む）

（小鉢(1)、ギョウザムース）　ギョウザ（小麦粉、でん
粉、豚肉、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
一部に大豆、乳成分を含む）

（小鉢(1)、玉子焼きムース）　玉子焼き（鶏卵、植物油
脂、でん粉、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）、（原材料の一部に小麦、乳成分を含む）

（小鉢(2)、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（食塩、砂糖
類、風味原料）、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、
調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に乳成分、小麦
を含む）

（小鉢(2)、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、こいくち醤油、かつお風味調味料（食塩、砂
糖類、風味原料）、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖
類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に乳成分、
小麦を含む）

（小鉢(2)、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（醤油、還元水飴、
食塩、その他）、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖
類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に乳成
分、小麦を含む）

（小鉢(2)、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、こいくち醤油、かつお風味調味料（食塩、
砂糖類、風味原料）、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多
糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に乳成
分、小麦を含む）

（小鉢(2)、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
材料の一部に大豆、乳成分を含む）

（小鉢(2)、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、（原材料の一部に大豆、乳成分を含む）

（小鉢(3)、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（醤油、還元水飴、食塩、そ
の他）、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料
（アミノ酸等）、（原材料の一部に乳成分、小麦を含
む）

（小鉢(3)、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（食塩、砂
糖類、風味原料）、白だし（醤油、還元水飴、食塩、そ
の他）、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料
（アミノ酸等）、香料、（原材料の一部に乳成分、小麦
を含む）

（小鉢(3)、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）、（原材料の一部に大豆、乳成分を
含む）

（小鉢(3)、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（醤油、還元水飴、食塩、そ
の他）、ゲル化剤（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料
（アミノ酸等）、（原材料の一部に乳成分、小麦を含
む）

（小鉢(3)、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（食塩、砂糖類、風味原料）、
白だし（醤油、還元水飴、食塩、その他）、ゲル化剤（加
工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、香料、（原
材料の一部に小麦、乳成分を含む）

（小鉢(3)、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）、（原材料の一部に大豆、乳
成分を含む）

原材料名 原材料名 原材料名
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原材料名

原材料名 原材料名 原材料名

原材料名原材料名原材料名

原材料名 原材料名 原材料名

６．ムース食【３食セット】の原材料表示


