名称

「ムーミーくんの おかずセット」【肉じゃが】

50010
トレー：PPF

原材料名

牛ミンチ（オーストラリア、ニュージーランド産）、油脂加工品（植物油脂、卵
白、食塩、その他）、玉子焼き（鶏卵、植物油脂、でん粉、その他）、すき焼き
のタレ（砂糖、醤油、発酵調味料、その他）、じゃが芋、ホールトマト（トマト、ト
マトジュース、食塩）、ブロッコリー、澱粉分解物、植物油脂、砂糖、フレンチド
レッシング（醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、食用植物油脂、その他）、人参、薄
口醤油、乾燥卵白、乾燥玉葱、大豆粉末、醸造酢、白だし、かつお風味調味
料、食塩、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・牛肉・りんごを含む）

「ムーミーくんの おかずセット」【豚角煮】

名称

50020
トレー：PPF

原材料名

油脂加工品（植物油脂、卵白、食塩、その他）（国内製造）、豚ミンチ、煮豆（う
ずら豆、砂糖、食塩）、すき焼きのタレ（砂糖、醤油、発酵調味料、その他）、砂
糖、人参、植物油脂、澱粉分解物、キムチタレ（還元水飴、醸造酢、食塩、そ
の他）、アスパラ、乾燥卵白、薄口醤油、切り干し大根、生姜、乾燥玉葱、白
だし、大豆粉末、かつお風味調味料、（一部に卵・乳成分・小麦・エビ・大豆・
豚肉・りんご・魚醤（魚介類）を含む）

添加物

糊料（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、着
色料（トマト色素、カラメル）、香料、酸味料、甘味料（甘
草エキス）、香辛料抽出物、酒精

添加物

糊料（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、香
料、酒精、甘味料（ソルビトール、甘草エキス）、着色料
（カラメル、パプリカ色素、ベニコウジ）

アレルギー

卵・乳成分・小麦・大豆・牛肉・りんご

アレルギー

卵・乳成分・小麦・エビ・大豆・豚肉・りんご・魚醤（魚
介類）

栄養成分
（ １食当り）

エネルギー 247Kca、 蛋白質 5.3ｇ、 脂質 18.1
ｇ、 炭水化物 14.0ｇ、 塩分相当量 1.5ｇ

栄養成分
（ １食当り）

エネルギー 245Kca、 蛋白質 5.0ｇ、 脂質 15.7
ｇ、 炭水化物 18.8ｇ、 塩分相当量 1.3ｇ

名称
原材料名

「ムーミーくんの おかずセット」
【ハンバーグデミソース】

50030
トレー：PPF

油脂加工品（植物油脂、卵白、食塩、その他）（国内製造）、ハンバーグ（鶏
肉、玉葱、粒状大豆たん白、その他）、ポテトサラダ（馬鈴薯、マヨネーズ、玉
葱、その他）、植物油脂、ゴボウ、デミグラスソース（砂糖、醸造酢、みかん、
その他）、じゃが芋、ハンバーグソース（濃縮トマト、上白糖、ブラウンルー、そ
の他）、澱粉分解物、里芋、鶏肉すりみ、人参、砂糖、乾燥卵白、濃縮かつお
だし、濃縮昆布だし、薄口醤油、濃口醤油、マヨネーズ、乾燥玉葱、米発酵調
味料、食塩、かつお風味調味料、白だし、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・鶏
肉・豚肉・牛肉・りんご・ごまを含む）

名称

「ムーミーくんの おかずセット」【鶏の炭火焼】

50040
トレー：PPF

原材料名

照焼きチキン（鶏肉、砂糖、水飴、その他）（国内製造）、油脂加工品（植物油
脂、卵白、食塩、その他）、植物油脂、魚卵、鶏肉すりみ、照り焼きソース（糖
類（水あめ、果糖ブドウ糖液糖、砂糖）、醤油、還元水飴、その他）、ほうれん
草、人参、ゴボウ、澱粉分解物、砂糖、乾燥卵白、濃縮かつおだし、濃縮昆布
だし、薄口醤油、乾燥玉葱、濃口醤油、生姜、米発酵調味料、かつお風味調
味料、食塩、白だし、鶏がらスープ（食塩、デキストリン、チキンエキス、その
他）、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉・牛肉を含む）

添加物

糊料（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、着
色料（カラメル）、香料、香辛料抽出物、甘味料（甘草エ
キス）

添加物

糊料（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、香
料、着色料（カラメル、紅麹）、酒精、甘味料（甘草エキ
ス）

アレルギー

卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・牛肉・りんご・
ごま

アレルギー

卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉・牛肉

栄養成分
（ １食当り）

エネルギー 242Kcal、 蛋白質 4.0ｇ、 脂質 17.3ｇ、
炭水化物 15.8ｇ、 塩分相当量 1.1ｇ

栄養成分
（ １食当り）

エネルギー 244Kcal、 蛋白質 5.6ｇ、 脂質 16.9ｇ、
炭水化物 15.5ｇ、 塩分相当量 1.8ｇ

「ムーミーくんの おかずセット」【豚肉中華炒め】

名称
原材料名

50050
トレー：PPF

油脂加工品（植物油脂、卵白、食塩、その他）（国内製造）、豚ミンチ、かぼ
ちゃ、ブロッコリー、砂糖、ホールトマト（トマト、トマトジュース、食塩）、澱粉分
解物、植物油脂、オイスターソース（カキエキス、たん白加水分解物、砂糖、
その他）、フレンチドレッシング（醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、食用植物油脂、
その他）、乾燥卵白、コーン、薄口醤油、乾燥玉ねぎ、生姜、大豆粉末、かつ
お風味調味料、醸造酢、白だし、食塩、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・豚肉
を含む）

名称

50060

「ムーミーくんの おかずセット」【鮭の照り焼き】

原材料名

トレー：PPF

油脂加工品（植物油脂、卵白、食塩、その他）（国内製造）、玉子焼き（鶏卵、
植物油脂、でん粉、その他）、植物油脂、サーモン（トラウトサーモン、アトラン
ティックサーモン）、照り焼きソース（糖類（水あめ、果糖ブドウ糖液糖、砂
糖）、醤油、還元水飴、その他）、アスパラ、人参、澱粉分解物、砂糖、醸造
酢、乾燥卵白、乾燥玉葱、切り干し大根、鮭エキス、白だし、米発酵調味料、
薄口醤油、食塩、かつお風味調味料、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・さけ・
牛肉・りんごを含む）

添加物

糊料（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、香
料、着色料（トマト色素、カラメル）、酒精、酸味料、甘味
料（甘草エキス）、香辛料抽出物

添加物

糊料（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、着
色料（パプリカ色素、カラメル、紅麹）、香料、酢酸Na、グ
リシン、酒精、甘味料（甘草エキス）

アレルギー

卵・乳成分・小麦・大豆・豚肉

アレルギー

卵・乳成分・小麦・大豆・さけ・牛肉・りんご

栄養成分
（ １食当り）

エネルギー 265Kcal、 蛋白質 5.2ｇ、 脂質 19.5ｇ、
炭水化物 15.6ｇ、 塩分相当量 2.2ｇ

栄養成分
（ １食当り）

エネルギー 224Kcal、 蛋白質 5.0ｇ、 脂質 15.5ｇ、
炭水化物 15.3ｇ、 塩分相当量 1.6ｇ

名称

「ムーミーくんの おかずセット」【カレイのムニエル】

50070
トレー：PPF

原材料名

油脂加工品（植物油脂、卵白、食塩、その他）（国内製造）、カレイ、ほうれん
草、植物油脂、木綿豆腐、澱粉分解物、魚卵、ブロッコリー、人参、ねりごま、
乾燥卵白、砂糖、バター、調整粉乳、ブイヨン、小麦粉、乾燥玉葱、とろける
チーズ（ナチュラルチーズ、食用植物油脂、乳たん白、その他）、かつお風味
調味料、薄口醤油、生姜、食塩、白だし、コショウ、（一部に卵・乳成分・小麦・
大豆・ごま・鶏肉を含む）

名称

「ムーミーくんの おかずセット」【鯛の塩焼き】

50080

原材料名
油脂加工品（植物油脂、卵白、食塩、その他）（国内製造）、植物油脂、鯛、ギョウザ
（キャベツ、豚肉、豚脂､その他）、かぼちゃ、塩ダレ（食用植物油脂、たん白加水分解
物、ごま油、その他）、ほうれん草、澱粉分解物、椎茸、砂糖、人参、乾燥卵白、ぎょう
ざタレ（醤油、ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、その他）、タイエキス、乾燥玉葱、大豆粉
末、濃口醤油、ごま油、かつお風味調味料、食塩、ラー油、白だし、薄口醤油、醸造
酢、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・豚肉・ごま）

添加物

糊料（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、香
料、酒精、甘味料（甘草エキス）

添加物

糊料（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、香
料、酸味料、酒精、香辛料抽出物、トウガラシ色素、甘味
料（甘草エキス）

アレルギー

卵・乳成分・小麦・大豆・ごま・鶏肉

アレルギー

卵・乳成分・小麦・大豆・豚肉・ごま

栄養成分
（ １食当り）

エネルギー 240Kcal、 蛋白質 6.2ｇ、 脂質 18.5ｇ、
炭水化物 10.8ｇ、 塩分相当量 0.9ｇ

栄養成分
（ １食当り）

エネルギー 250Kcal、 蛋白質 4.5ｇ、 脂質 19.6ｇ、
炭水化物 12.0ｇ、 塩分相当量 1.6ｇ

名称

「ムーミーくんの おかずセット」【海老旨煮】

50090

名称

「ムーミーくんの おかずセット」【イカのチリ炒め】

50100

原材料名

原材料名

油脂加工品（植物油脂、卵白、食塩、その他）（国内製造）、海老、植物油脂、
シュウマイ（玉葱、鶏肉、小麦粉、その他）、ブロッコリー、澱粉分解物、砂糖、
人参、乾燥卵白、乾燥玉葱、切り干し大根、ごま油、海老エキス、米発酵調
味料、白だし、醸造酢、濃口醤油、食塩、濃縮かつおだし、濃縮昆布だし、大
豆粉末、薄口醤油、ラー油、かつお風味調味料、（一部に卵・乳成分・小麦・
エビ・大豆・鶏肉・豚肉・ごま・ゼラチンを含む）

油脂加工品（植物油脂、卵白、食塩、その他）（国内製造）、植物油脂、胡麻
豆腐（でん粉、ねり胡麻、食塩）、玉子焼き（鶏卵、植物油脂、でん粉、その
他）、チリソース（砂糖、唐辛子、醸造酢、その他）、イカ、人参、澱粉分解物、
里芋、小松菜、砂糖、濃口醤油、乾燥卵白、イカエキス、ねり胡麻、薄口醤
油、乾燥玉葱、食塩、かつお風味調味料、濃縮かつおだし、濃縮昆布だし、粉
わさび、白だし、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・ごま・イカ・りんごを含む）

添加物

糊料（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、着
色料（トマト色素、トウガラシ色素）、酒精、香料、酢酸
Na、グリシン、乳酸

添加物

糊料（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、加
工澱粉、香料、酸味料、酒精、香辛料抽出物、パプリカ色
素、甘味料（甘草エキス）

アレルギー

卵・乳成分・小麦・エビ・大豆・鶏肉・豚肉・ごま・ゼ
ラチン

アレルギー

卵・乳成分・小麦・大豆・ごま・イカ・りんご

栄養成分
（ １食当り）

エネルギー 248Kcal、 蛋白質 4.6ｇ、 脂質 18.7ｇ、
炭水化物 14.4ｇ、 塩分相当量 1.5ｇ

栄養成分
（ １食当り）

エネルギー 227Kcal、 蛋白質 4.5ｇ、 脂質 17.2ｇ、
炭水化物 12.3ｇ、 塩分相当量 1.3ｇ

「ムーミーくんの おかずセット」【うなぎの蒲焼き】
名称
原材料名

50120
トレー：PPF

油脂加工品（植物油脂、卵白、食塩、その他）（国内製造）、うなぎ蒲焼（中国
産）、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）、さつ
ま芋、植物油脂、砂糖、小松菜、人参、澱粉分解物、木綿豆腐、乾燥卵白、
醸造酢、大豆粉末、切り干し大根、白だし、米発酵調味料、かつお風味調味
料、食塩、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む）

「ムーミーくんの おかずセット」【ぶり大根】
名称
原材料名

50130

油脂加工油脂（植物油脂、卵白、食塩、その他）（国内製造）、植物油脂、ブ
リ、胡麻豆腐（でん粉、ねり胡麻、食塩）、ブロッコリー、アスパラ、澱粉分解
物、フレンチドレッシング（醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、食用植物油脂、その
他）、人参、砂糖、乾燥卵白、切り干し大根、白だし、ねり胡麻、乾燥玉葱、米
発酵調味料、濃口醤油、食塩、濃縮かつおだし、濃縮昆布だし、醸造酢、か
つお風味調味料、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・ごまを含む）

添加物

糊料（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、ト
レハロース、香料、酢酸Na、酒精、グリシン、着色料(カラ
メル)、レシチン

添加物

糊料（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、加
工澱粉、酒精、香料、ソルビット、香辛料抽出物、甘味料
（甘草）、乳酸

アレルギー

卵・乳成分・小麦・大豆

アレルギー

卵・乳成分・小麦・大豆・ごま

栄養成分
（ １食当り）

エネルギー 243Kcal、 蛋白質 5.3ｇ、 脂質 15.0ｇ、
炭水化物 21.0ｇ、 塩分相当量 1.5ｇ

栄養成分
（ １食当り）

エネルギー 264Kcal、 蛋白質 4.4ｇ、 脂質 20.9ｇ、
炭水化物 13.5ｇ、 塩分相当量 1.2ｇ

名称

「ムーミーくんの おかずセット」【筑前煮】

50140

名称

「ムーミーくんの おかずセット」【ビーフカレー】

50150

原材料名

原材料名

油脂加工品（植物油脂、卵白、食塩、その他）（国内製造）、ギョウザ（キャベツ、豚
肉、豚脂､その他）、煮豆（青えんどう豆、砂糖、還元水飴、食塩）、鶏肉すりみ、人参、
ゴボウ、植物油脂、澱粉分解物、里芋、砂糖、乾燥卵白、ぎょうざタレ（醤油、ぶどう糖
果糖液糖、醸造酢、その他）、濃口醤油、米発酵調味料、大豆粉末、鶏肝、生姜、鶏
がらスープ（食塩、デキストリン、チキンエキス、その他）、ごま油、薄口醤油、ラー油、
濃縮かつおだし、濃縮昆布だし、乾燥玉葱、かつお風味調味料、食塩、醸造酢、白だ
し、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ごまを含む）

油脂加工品（植物油脂、卵白、食塩、その他）（国内製造）、人参、ポテトサラ
ダ（馬鈴薯、マヨネーズ、玉葱、その他）、牛ミンチ、植物油脂、サバ、澱粉分
解物、じゃが芋、砂糖、白だし、醸造酢、乾燥卵白、薄口醤油、乾燥玉葱、マ
ヨネーズ、米発酵調味料、かつお風味調味料、大豆粉末、食塩、カレー粉
（ターメリック、コリアンダー、クミン、その他）、（一部に卵・乳成分・小麦・大
豆・牛肉・さばを含む）

添加物

糊料（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、香
料、酒精、酸味料、香辛料抽出物、トウガラシ色素、甘
味料（甘草エキス）

添加物

糊料（加工澱粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、ト
レハロース、香料、酢酸Na、グリシン、酒精、甘味料（甘
草エキス）、着色料（カラメル）、香辛料抽出物

アレルギー

卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ごま

アレルギー

卵・乳成分・小麦・大豆・牛肉・さば

栄養成分
（ １食当り）

エネルギー 227Kcal、 蛋白質 4.8ｇ、 脂質 15.8ｇ、
炭水化物 14.2ｇ、 塩分相当量 1.2ｇ

栄養成分
（ １食当り）

エネルギー 242Kcal、 蛋白質 5.3ｇ、 脂質 17.4ｇ、
炭水化物 14.9ｇ、 塩分相当量 1.2ｇ

