
ムース食のお召し上がり方（1人前セット）

当製品を提供する際は冷凍状態のまま、電子レンジ又は蒸し器又はスチコンで再加熱して下さい。

分類 商品名 切り方

ソース 中華あん

ソース チリソース

ソース トマトソース

小鉢③ ポテトサラダ つぶし

小鉢② コーン
サイコロ切り
１/１０ カット

小鉢② かぼちゃ
銀杏切り

１/４ カット

メイン ハンバーグ
拍子切り

１/２ カット

小鉢① 椎茸
拍子切り

１/５ カット

メイン 海老
乱切り

１/８ カット

小鉢① ほうれん草
拍子切り

１/５ カット

メイン サーモン
そのまま盛り
付け

小鉢① うずら豆
サイコロ切り
１/１０ カット

・蒸し器は事前に沸騰させておいて下
さい。   
・冷凍状態のまま、ムース食を蒸し器
に入れて下さい（目安時間は約８分～
１０分です）。 
 ・ソースは鍋に入れて、湯煎で温め
て下さい。 

・カットしたムース食を 
陶器の器に並べます。 
・皿の上から必ずラップを
かけて下さい。 

１人前セットは初めから１人前用に大きくカットし
てありますが、提供する際は、料理名に沿って
カットして下さい（例… メニューにより、メイン料
理、小鉢料理を半分又は三分の一、銀杏切り等
にカットする）。 ※別途「1人前セットのレシピー
集」を参照して下さい。 

・取り出したムース食を器やバットに並べます。 

・冷凍庫から取り出し、使用する 
時間帯（朝・昼・夕食）の商品をパッ
ケージごと切り離します。  
・容器の上シールをはがして商品を
取り出します。 ・ソースも取り出し
ます。 
・使用しない商品は冷凍庫に保管し
て下さい。 

・それぞれの食器をトレイに並べて完成です。 
※ごはんと汁物は付いておりません。お客
様の方でご用意して下さい。 
 
当日再加熱したムース食は、当日中にご使
用して下さい。 

・加熱したソースを開封して、メイン料理の上
からかけて下さい（ソースはお好みにより薄
めたり、お好みの量をかけて下さい）。 
・一部商品には味付け済みのものもあります。 

 

・冷凍状態のま
ま、ムース食を
加熱して下さい
（目安時間は
500ｗで、 

   盛り付け方 

【３】 昼食 【 エビチリソース 】 

【１】 例 「１週目ー１」 原体＆盛り付け見本 

・皿の上から必ずラッ
プをかけて下さい（湯
気で水滴がムースの
表面につく恐れがあ
ります）。 

朝食：約１分４０秒、昼食：約２分、
夕食：約２分３０秒ですが、時間は
加減調整して下さい）。 
・ソースは鍋に入れて、湯煎で温
めて下さい。 

うずら豆 

サーモン 

かぼちゃ 
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椎茸 

コーン ほうれん草 

ポテトサラダ 

ハンバーグ 

朝食      昼食       夕食 

【２】 朝食  【 鮭中華あんかけ 】 

【４】 夕食 【 ハンバーグトマトソース 】 

レシピー集もご用意しています。  

又は 

 【１】 商品をパッケージから取り出す 

 【２】 器やバットに並べる 

 【３】 冷凍状態のまま、料理名に沿ってムースをカットする 

 【４】 ムース食を陶器の器に盛りつける 

【５】  電子レンジで再加熱する 【５ーＡ】  蒸し器で再加熱する 

 【６】 加熱後に取り出してソースをかける 

 【７】 完成 



ムース食のお召し上がり方（３食セット・おかずセット・押し寿司セット）

当製品を提供する際は冷凍状態のまま、蒸し器又は電子レンジで再加熱して下さい（押し寿司セットは生解凍）

 

・蒸し器は事前に沸騰させておい
て下さい。 
・冷凍状態のまま、ムース食を蒸
し器に入れて下さい（目安時間は
約５分～１０分です）。 
 ・ソースは鍋に入れて、湯煎で温
めて下さい。 

・カットしたムース食
を陶器の器に並べま
す。 
・皿の上から必ず
ラップをかけて下さ
い。 

３食セットは初めから１人前用に大きくカット
してありますが、提供する際は、料理名に
沿ってカットして下さい（例… メニューによ
り、メイン料理、小鉢料理を半分又は三分
の一、銀杏切り等にカットする）。 

・取り出したムース食を器やバットに 
並べます。 

・冷凍庫から取り出し、お好き
な料理名（３種類）の商品を
パッケージごと切り離します。 
・容器の上シールをはがして 
商品を取り出します。  
・ソースも取り出します。 
・使用しない商品は冷凍庫に保
管して下さい。 

・それぞれの食器をトレイに並べて完成 
です。 
※ごはんと汁物は付いておりません。 
お客様の方でご用意して下さい。 
 
当日再加熱したムース食は、当日中に 
ご使用して下さい。 

・加熱したソースを開封して、メイン料理の
上からかけて下さい（ソースはお好みによ
り薄めたり、お好みの量をかけて 
下さい）。 
・一部商品には味付け済みのものもありま
す。 

 【３】 冷凍状態のまま、料理名に沿ってムースをカットする 

 【７】 完成 

・冷凍庫からお好きな商品を取り出します。 
・外袋から中身を取り出します。 
 

・これで完成で
す。  
※ごはんと汁物
は付いておりま
せん。お客様の

 【２】 器やバットに並べる 

 【４】 ムース食を陶器の器に盛りつける 

【５】  電子レンジで再加熱する  【５ーＡ】  蒸し器で再加熱する 

 
・冷凍状態の
まま、ムース
食を加熱して
下さい。（目安
時間は500ｗ
で、 

又は 

 【１】 商品をパッケージから切り離す 

 おかずセット 

【２】電子レンジでそのまま再加熱 

【１】 商品をパッケージから取り出す 

 【６】 加熱後に取り出してソースをかける 

・皿の上から必ず
ラップをかけて下さ
い（湯気で水滴が
ムースの表面につく
恐れがあります）。 

約２分ですが、時間は加減調整
して下さい。） 
・ソースは鍋に入れて、湯煎で
温めて下さい。 

    ３食セット 

冷凍のまま容器ごと
電子レンジ で温め
て下さい（目安時
間：500ｗで1分30
秒～1分50秒、
600wで1分10秒～
1分30秒ですが、機
種により加熱 
時間は異なりますの
で、調節して下さい）。 

又は 

【２】器に盛り付ける 

・より美味しく見えるように、冷凍

のまま容器から取り出し、器に

盛り付けることもできます。 

・皿の上から必ずラップをかけて

下さい。 

【３】電子レンジで再加熱 

冷凍のまま電子レン
ジ で温めて下さい 
（目安時間：500ｗで
1分30秒～1分50秒 

【３】 完成 

・それぞれの食
器を並べて完成
です。 
 

、600wで1分10秒～1分30秒ですが、機
種により加熱時間は異なりますので、調
節して下さい）。 

当日再加熱したムース食は、当日中にご使用して下さい。 

調理方法 
 
・容器から商品を取り出し、１ケずつ離して放射線状
に皿に並べます（中心部分を開ける）。 

①保管温度はー１８℃以下の冷凍庫で保管して下さい。 
 
②冷凍庫から取り出して下さい。 

やわらか押し寿司セット 

 【１】 商品を冷凍庫から取り出す 

 【２】 器に放射線状に並べる 

電子レンジの【生解凍モード】で約４分間解凍して 
下さい。 
 
・【注意】冷蔵庫での解凍は絶対にしないで下さい。  
 

 【３】 電子レンジで生解凍する 

 【４】 ３０分ほど置いて完成 

その後、盛り直して、ラップをかけて約３０分程

おいてからお召し上がり下さい。 

当日解凍したやわらか押し寿司は、当日中に 

ご使用して下さい。 

【４】 完成 


