
2022年10月改定　

アレルギー物質

商品名

(kcal) (g) (g) (g) (g)

50201 すき焼き すき焼き（牛、椎茸、たまご、甘口だれ）
トマトとブロッコリー
のマヨサラダ

うずら豆 278 5.6 16.6 28.3 2.4 乳成分・卵・小麦･大豆･牛肉･りんご・ゼラチン

50202 豚肉となすの中華あんかけ
豚肉となすの中華あんかけ（豚、なす、ト
マト、中華あん）

ほうれん草とごぼう
の胡麻和え

かぼちゃ 285 5.5 18.5 26.5 2.4 乳成分・卵･小麦・大豆･豚肉・鶏肉・ごま･ゼラチン

50203 和風ハンバーグ
和風ハンバーグ（ハンバーグ、柚子ぽん
酢）、付け合わせ（玉ねぎ、アスパラ）

えだ豆ポテトサラダ さつま芋 275 5.3 16.7 26.9 2.2
乳成分・卵・小麦･大豆･さば・牛肉・豚肉･鶏肉･りんご・ゼ
ラチン

50204 焼き鳥味噌だれ
焼き鳥味噌だれ（焼き鳥、味噌だれ）、付
け合わせ（玉ねぎ、赤ピーマン）

大根と人参のアジ
アンサラダ

うぐいす豆 312 5.0 18.6 33.2 2.1 乳成分・卵･小麦･大豆･鶏肉・ゼラチン

50205 からあげマヨネーズ
からあげマヨネーズ（からあげ、マヨネー
ズ風ソース）、付け合わせ（ブロッコリー、
コーン）

なすと赤ピーマンの
中華甘酢

うずら豆 292 4.7 20.9 23.6 2.3 乳成分・卵･小麦・大豆･鶏肉・りんご･ごま･ゼラチン

50206 チキンのトマト煮
チキンのトマト煮（鶏、ブロッコリー、人
参、トマトソース）

小松菜とたまごの
胡麻だれかけ

さつま芋 254 4.4 13.7 29.8 2.2 乳成分・卵･小麦･大豆･鶏肉・りんご･ごま･ゼラチン

50207 カツカレー
カツカレー（とんかつ、じゃが芋、ほうれ
ん草、カレーソース）

コーンのポテトサラ
ダ

かぼちゃ 297 5.1 20.1 26.2 2.4 乳成分・卵・小麦･大豆･牛肉･豚肉・鶏肉･りんご･ゼラチン

50208 鮭の味噌だれ
鮭の味噌だれ（サーモン、味噌だれ）、付
け合わせ（ごぼう、小松菜）

豆腐とブロッコリー
の和風サラダ

さつま芋 252 4.9 15.7 24.7 2.2 乳成分・卵･小麦・大豆･さけ･さば・ゼラチン

50209 たらのクリーム煮
たらのクリーム煮（たら、ほうれん草、人
参、クリームソース）

ソーセージとじゃが芋
のトマトソースかけ

さつま芋 297 4.7 20.5 25.6 2.4 乳成分・卵･小麦･大豆･豚肉・鶏肉･りんご･ごま･ゼラチン

50210 海老と野菜の中華旨煮
海老と野菜の中華旨煮（海老、たけの
こ、小松菜、中華甘酢だれ）

きんぴらごぼう うぐいす豆 285 5.6 17.4 28.9 2.3 乳成分・卵･小麦･えび･大豆･ゼラチン

50211 まぐろステーキ
まぐろステーキ（まぐろ、醤油だれ）、付け
合わせ（玉ねぎ、ほうれん草）

なすの胡麻和え うずら豆 266 5.9 16.8 24.0 2.4 乳成分・卵･小麦・大豆･ごま･ゼラチン

50212 いかの中華あん
いかの中華あん（いか、中華あん）、付け
合わせ（小松菜、人参）

シュウマイとたけの
こ

かぼちゃ 306 4.4 22.2 24.4 2.2 乳成分・卵･小麦・大豆･いか・豚肉･鶏肉･ごま・ゼラチン

50213 うなぎの蒲焼
うなぎの蒲焼き（うなぎ、甘口だれ）、付け
合わせ（小松菜、里芋）

大根と椎茸の塩だ
れかけ

うずら豆 285 5.5 17.7 28.1 2.4 乳成分・卵･小麦・大豆・鶏肉･ごま･ゼラチン

50214 ぶりの照り焼き
ぶりの照り焼き（ぶり、甘口だれ）、付け
合わせ（豆腐、人参、ほうれん草）

味噌だれ胡麻豆腐 うぐいす豆 334 6.1 22.9 28.3 2.4 乳成分・卵･小麦･大豆･ごま･ゼラチン

（平均） 287 5.2 18.5 27.0 2.3
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アレルゲン

【 ムーミーくんのおかずセット 】 商品内容＆栄養成分
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50201 すき焼き すき焼き（牛、椎茸、たまご、甘口だれ） トマトとブロッコリーのマヨサラダ うずら豆

甘口ﾀﾞﾚ(国内製造)、植物油脂､牛ﾐﾝﾁ､澱粉分解物､うずら豆煮(うずら豆､砂糖､水飴､その
他)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ風ｿｰｽ､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ､ﾄﾏﾄ加工品(ﾄﾏﾄ､ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽ)､椎茸､砂糖､乾燥卵白､薄口醤油､
乾燥全卵､ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ､食塩､ｺﾗｰｹﾞﾝﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ､濃口醤油､粉末状大豆たん白､こんにゃくﾏﾝﾅﾝ
粉､調整粉乳､風味調味料､白だし､/糊料(加工でん粉､増粘多糖類)､調味料(ｱﾐﾉ酸等)､甘味
料(ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ､甘草ｴｷｽ)､着色料(紅麹)､香料､酸味料､酒精､香辛料抽出物､(一部に乳成分・
卵・小麦･大豆･牛肉･りんご・ゼラチンを含む)

50202
豚肉となすの
中華あんかけ

豚肉となすの中華あんかけ（豚、なす、
トマト、中華あん）

ほうれん草とごぼうの胡麻和え かぼちゃ

植物油脂(国内製造)､中華あん､豚ﾐﾝﾁ､澱粉分解物､かぼちゃ､ごまﾀﾞﾚ､ほうれん草､ごぼう､
揚げなす､ﾄﾏﾄ加工品(ﾄﾏﾄ､ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽ)､砂糖､薄口醤油､乾燥卵白､生姜､ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ､食塩､ｺ
ﾗｰｹﾞﾝﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ､濃口醤油､粉末状大豆たん白､こんにゃくﾏﾝﾅﾝ粉､調整粉乳､風味調味料､白
だし､/糊料(加工でん粉､増粘多糖類)､調味料(ｱﾐﾉ酸等)､着色料(紅麹､ｸﾁﾅｼ)､香料､酒精､
甘味料(甘草ｴｷｽ)､(一部に乳成分・卵･小麦・大豆･豚肉・鶏肉・ごま･ゼラチンを含む)

50203 和風ハンバーグ
和風ハンバーグ（ハンバーグ、柚子ぽ
ん酢）、付け合わせ（玉ねぎ、アスパラ）

えだ豆ポテトサラダ さつま芋

ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(鶏肉､豚肉､玉葱､その他)(国内製造)､柚子ﾎﾟﾝ酢、植物油脂､澱粉分解物､ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
ｿｰｽ､さつまいもﾍﾟｰｽﾄ､ｶﾚｰｿｰｽ、ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ､じゃがいも､砂糖､むき枝豆､ﾄﾏﾄ加
工品(ﾄﾏﾄ､ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽ)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ､乾燥卵白､ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ､食塩､ﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ､粉末状大豆たん
白､こんにゃくﾏﾝﾅﾝ粉､調整粉乳､ｺﾗｰｹﾞﾝﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ､塩こしょう､白だし/糊料(加工でん粉､増粘
多糖類)､調味料(ｱﾐﾉ酸等)､着色料(紅麹､ｶﾗﾒﾙ)､香料､酒精､酸味料、香辛料抽出物､(一部
に乳成分・卵・小麦･大豆･さば･牛肉・豚肉･鶏肉･りんご・ゼラチンを含む)

50204 焼き鳥味噌だれ
焼き鳥味噌だれ（焼き鳥、味噌だれ）、
付け合わせ（玉ねぎ、赤ピーマン）

大根と人参のアジアンサラダ うぐいす豆

植物油脂(国内製造)､味噌ﾀﾞﾚ､澱粉分解物､鶏ﾐﾝﾁ､うぐいす豆煮(青えんどう豆､砂糖､還元
水あめ､その他)､ﾁﾘｿｰｽ､赤ﾋﾟｰﾏﾝ､人参､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ､乾燥卵白､ｺﾗｰｹﾞﾝﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ､砂糖､鶏油､
切干大根、ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ､鶏がらｽｰﾌﾟ､白だし､塩こしょう､こんにゃくﾏﾝﾅﾝ粉､食塩､粉末状大豆
たん白､調整粉乳/糊料(加工でん粉､増粘多糖類)､香料､調味料(ｱﾐﾉ酸等)､着色料(ﾌﾗﾎﾞﾉｲ
ﾄﾞ､ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ)､ｐＨ調整剤､酒精､(一部に乳成分・卵･小麦･大豆･鶏肉・ゼラチンを含む)

50205 からあげマヨネーズ
からあげマヨネーズ（からあげ、マヨネーズ
風ソース）、付け合わせ（ブロッコリー、コー
ン）

なすと赤ピーマンの中華甘酢 うずら豆

植物油脂(国内製造)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ風ｿｰｽ､鶏ﾐﾝﾁ､澱粉分解物､うずら豆煮(うずら豆､砂糖､水飴､
その他)､中華甘酢ﾀﾞﾚ､赤ﾋﾟｰﾏﾝ､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ､揚げなす､ｺｰﾝ､砂糖､乾燥卵白､薄口醤油､ﾃﾞｷｽﾄ
ﾘﾝ､生姜､食塩､鶏がらｽｰﾌﾟ､ｺﾗｰｹﾞﾝﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ､こんにゃくﾏﾝﾅﾝ粉､粉末状大豆たん白､調整粉
乳､ﾆﾝﾆｸ､白だし/糊料(加工でん粉､増粘多糖類)､甘味料(ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ､甘草ｴｷｽ)､香料､調味
料(ｱﾐﾉ酸等)､着色料(ﾌﾗﾎﾞﾉｲﾄﾞ､ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ､ｸﾁﾅｼ､紅麹)､ｐＨ調整剤､酸味料､香辛料抽出物､
酒精､(一部に乳成分・卵･小麦・大豆･鶏肉・りんご･ごま･ゼラチンを含む)

50206 チキンのトマト煮
チキンのトマト煮（鶏、ブロッコリー、人
参、トマトソース）

小松菜とたまごの胡麻だれかけ さつま芋

ﾄﾏﾄｿｰｽ(国内製造)、植物油脂､澱粉分解物､鶏ﾐﾝﾁ､さつまいもﾍﾟｰｽﾄ､ごまﾀﾞﾚ、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ､人
参､小松菜､砂糖､乾燥卵白､乾燥全卵､鶏がらｽｰﾌﾟ､生姜､ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ､鶏肝､ｺﾗｰｹﾞﾝﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ､こ
んにゃくﾏﾝﾅﾝ粉､食塩､粉末状大豆たん白､調整粉乳､風味調味料､白だし/糊料(加工でん
粉､増粘多糖類)､調味料(ｱﾐﾉ酸等)､ｐＨ調整剤､着色料(ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ)､香料､酸味料､酒精､(一部
に乳成分・卵･小麦･大豆･鶏肉・りんご･ごま･ゼラチンを含む)

50207 カツカレー
カツカレー（とんかつ、じゃが芋、ほうれ
ん草、カレーソース）

コーンのポテトサラダ かぼちゃ

植物油脂(国内製造)､ｶﾚｰｿｰｽ､豚ﾐﾝﾁ､澱粉分解物､じゃがいも､かぼちゃ､ﾏﾖﾈｰｽﾞ風ｿｰｽ､と
んかつｿｰｽ､ほうれん草､砂糖､人参､ｺｰﾝ､ﾏﾖﾈｰｽﾞ､乾燥卵白､食塩､ﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ､粉末状
大豆たん白､生姜､こんにゃくﾏﾝﾅﾝ粉､ｺﾗｰｹﾞﾝﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ､ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ､調整粉乳､塩こしょう､風味
調味料､白だし/糊料(加工でん粉､増粘多糖類)､調味料(ｱﾐﾉ酸等)､香料､着色料(ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ､ｶ
ﾗﾒﾙ)､酒精､香辛料抽出物､酸味料､(一部に乳成分・卵・小麦･大豆･牛肉･豚肉・鶏肉･りん
ご･ゼラチンを含む)

材
料
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類

商品コード メニュー名

メニュー内容

メイン料理　95ｇ
小鉢料理①

25ｇ

原材料表示小鉢料理②
20ｇ
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類

【 ムーミーくんのおかずセット 】 原材料表示（１）
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50208 鮭の味噌だれ
鮭の味噌だれ（サーモン、味噌だれ）、
付け合わせ（ごぼう、小松菜）

豆腐とブロッコリーの和風サラダ さつま芋

味噌ﾀﾞﾚ(国内製造)､植物油脂､澱粉分解物､ﾄﾗｳﾄｻｰﾓﾝ､さつまいもﾍﾟｰｽﾄ､柚子ﾎﾟﾝ酢、ﾌﾞﾛｯ
ｺﾘｰ､木綿豆腐､小松菜､ごぼう､砂糖､乾燥卵白､鮭ｴｷｽ､ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ､ｺﾗｰｹﾞﾝﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ､ｿﾃｰｵﾆｵ
ﾝ､食塩､濃口醤油､こんにゃくﾏﾝﾅﾝ粉､調整粉乳､粉末状大豆たん白､白だし､風味調味料/
糊料(加工でん粉､増粘多糖類)､調味料(ｱﾐﾉ酸等)､着色料(ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ､紅麹)､香料､酒精､甘味
料(甘草ｴｷｽ)､(一部に乳成分・卵･小麦・大豆･さけ･さば・ゼラチンを含む)

50209 たらのクリーム煮
たらのクリーム煮（たら、ほうれん草、人
参、クリームソース）

ソーセージとじゃが芋のトマトソース
かけ

さつま芋

植物油脂(国内製造)､ｸﾘｰﾑｿｰｽ､たら､澱粉分解物､さつまいもﾍﾟｰｽﾄ､ﾄﾏﾄｿｰｽ、じゃがいも､
ほうれん草､人参､砂糖､豚ﾐﾝﾁ､乾燥卵白､食塩､ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ､こんにゃくﾏﾝﾅﾝ粉､ｺﾗｰｹﾞﾝﾍﾟﾌﾟﾁ
ﾄﾞ､ｺﾝｿﾒ､調整粉乳､粉末状大豆たん白､風味調味料､ﾆﾝﾆｸ､白だし/糊料(加工でん粉､増粘
多糖類)､調味料(ｱﾐﾉ酸等)､香料､着色料(ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ､紅麹､ｶﾗﾒﾙ)､酸味料､酒精､(一部に乳成
分・卵･小麦･大豆･豚肉・鶏肉･りんご･ごま･ゼラチンを含む)

50210 海老と野菜の中華旨煮
海老と野菜の中華旨煮（海老、たけの
こ、小松菜、中華甘酢だれ）

きんぴらごぼう うぐいす豆

植物油脂(国内製造)､中華甘酢ﾀﾞﾚ､海老､澱粉分解物､うぐいす豆煮(青えんどう豆､砂糖､還
元水あめ､その他)､甘口ﾀﾞﾚ､人参､小松菜､たけのこ､ごぼう､砂糖､乾燥卵白､ｺﾗｰｹﾞﾝﾍﾟﾌﾟﾁ
ﾄﾞ､ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ､海老ｴｷｽ､食塩､濃口醤油､こんにゃくﾏﾝﾅﾝ粉､調整粉乳､粉末状大豆たん白､
風味調味料､白だし/糊料(加工でん粉､増粘多糖類)､調味料(ｱﾐﾉ酸等)､着色料(紅麹､ｶﾛﾁﾉ
ｲﾄﾞ)､酒精､甘味料(甘草ｴｷｽ)､(一部に乳成分・卵･小麦･えび･大豆･ゼラチンを含む)

50211 まぐろステーキ
まぐろステーキ（まぐろ、醤油だれ）、付
け合わせ（玉ねぎ、ほうれん草）

なすの胡麻和え うずら豆

植物油脂(国内製造)､醤油ﾀﾞﾚ､まぐろ､澱粉分解物､揚げなす､うずら豆煮(うずら豆､砂糖､水
飴､その他)､ごまﾀﾞﾚ､ほうれん草､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ､砂糖､乾燥卵白､薄口醤油､ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ､食塩､ｺ
ﾗｰｹﾞﾝﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ､こんにゃくﾏﾝﾅﾝ粉､生姜､調整粉乳､粉末状大豆たん白､風味調味料､白だし/
糊料(加工でん粉､増粘多糖類)､調味料(ｱﾐﾉ酸等)､甘味料(ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ､甘草ｴｷｽ)､香料、着色
料(紅麹､ｸﾁﾅｼ)､酸味料､酒精､(一部に乳成分・卵･小麦・大豆･ごま･ゼラチンを含む)

50212 いかの中華あん
いかの中華あん（いか、中華あん）、付
け合わせ（小松菜、人参）

シュウマイとたけのこ かぼちゃ

植物油脂(国内製造)､中華あん､澱粉分解物､かぼちゃ､醤油ﾀﾞﾚ､ｲｶ､人参､小松菜､たけの
こ､ｼｭｳﾏｲ(たまねぎ､豚脂､小麦粉、粒状大豆たん白､ｷｬﾍﾞﾂ､魚肉(たら)､鶏肉､ﾊﾟﾝ粉､その
他)､砂糖､乾燥卵白､ｲｶｴｷｽ､ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ､粉末状大豆たん白､食塩､ｺﾗｰｹﾞﾝﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ､こんにゃく
ﾏﾝﾅﾝ粉､調整粉乳､薄口醤油､濃口醤油､風味調味料､白だし/糊料(加工でん粉､増粘多糖
類)､調味料(ｱﾐﾉ酸等)､加工でん粉､着色料(ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ)､酒精､甘味料(甘草ｴｷｽ)､(一部に乳成
分・卵･小麦・大豆･いか・豚肉･鶏肉･ごま・ゼラチンを含む)

50213 うなぎの蒲焼
うなぎの蒲焼き（うなぎ、甘口だれ）、付
け合わせ（小松菜、里芋）

大根と椎茸の塩だれかけ うずら豆

植物油脂(国内製造)､甘口ﾀﾞﾚ､うなぎ蒲焼(中国産)､澱粉分解物､うずら豆煮(うずら豆､砂
糖､水飴､その他)､塩ﾀﾞﾚ､砂糖､小松菜､里芋､椎茸､濃口醤油､乾燥卵白､切干大根、ﾃﾞｷｽﾄﾘ
ﾝ､ｺﾗｰｹﾞﾝﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ､食塩､白だし､粉末状大豆たん白､薄口醤油､こんにゃくﾏﾝﾅﾝ粉､調整粉
乳､風味調味料､/糊料(加工でん粉､増粘多糖類)､甘味料(ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ､甘草ｴｷｽ)､着色料(ｶﾗﾒ
ﾙ､紅麹､ｸﾁﾅｼ)､調味料(ｱﾐﾉ酸等)､酸味料､酒精､(一部に乳成分・卵･小麦・大豆・鶏肉･ご
ま･ゼラチンを含む)

50214 ぶりの照り焼き
ぶりの照り焼き（ぶり、甘口だれ）、付け
合わせ（豆腐、人参、ほうれん草）

味噌だれ胡麻豆腐 うぐいす豆

植物油脂(国内製造)､甘口ﾀﾞﾚ､澱粉分解物､ﾌﾞﾘ､うぐいす豆煮(青えんどう豆､砂糖､還元水
あめ､その他)､味噌ﾀﾞﾚ､木綿豆腐､ねり胡麻､ほうれん草､人参､砂糖､乾燥卵白､ｺﾗｰｹﾞﾝﾍﾟﾌﾟ
ﾁﾄﾞ､食塩､ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ､こんにゃくﾏﾝﾅﾝ粉､でん粉､調整粉乳､粉末状大豆たん白､風味調味料､
白だし/糊料(加工でん粉､増粘多糖類)､調味料(ｱﾐﾉ酸等)､加工でん粉､香料､着色料(ｶﾛﾁﾉｲ
ﾄﾞ)､酒精､(一部に乳成分・卵･小麦･大豆･ごま･ゼラチンを含む)
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商品コード メニュー名

メニュー内容

メイン料理　95ｇ
小鉢料理①

25ｇ

原材料表示小鉢料理②
20ｇ

【 ムーミーくんのおかずセット 】 原材料表示（２）
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