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◎消費期限：お届け当日２４時 届きましたら必ず冷蔵庫で保管してください。 

◎ご利用のお弁当箱は、お手数ですが水洗いをお願いいたします。 

◎寿司・小袋・カップは取り出し、フタをした容器のまま電子レンジで温めてください。 

●商品調達の都合上、急遽メニューを変更させていただくことがございます。 

●食事療法をされている方は、事前に医療機関にご相談ください。 

●栄養成分値は予定で、変更になる場合があります。お届け当日記載の表示をご確認ください。 

●過度な加熱は風味が損なわれる、硬くなる、食材破裂等の原因になりますのでご注意ください。 
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カレイの野菜甘酢あん 
●カレージャーマンポテト 

●ボンゴレビアンコ  ●大根の黒ごま煮               

●厚揚げの五目煮  ●人参のゴマドレ和え 

●白菜のおかか和え  ●大豆の甘煮 

アレルゲン 小麦・乳成分・

卵・ごま・大豆・鶏肉・豚肉 
サバの西京焼  
●金平ごぼう、玉子焼  

●お味噌汁（あさり） 

●厚揚げの五目煮 

●人参のゴマドレ和え 

アレルゲン 小麦・卵・オレン

ジ・ごま・さば・大豆・鶏肉 

熱量 452  kcal 熱量 236  kcal 

たんぱく質 23.1  g たんぱく質 10.3  g 

脂質 21.1  g 脂質 15.1  g 

炭水化物 45.3  g 炭水化物 14.8  g 

Ｎａ 1,643  mg Ｎａ 1,004  mg 

食塩相当量 4.2  g 食塩相当量 2.6  g 

鶏の照り焼き         
●海鮮焼きそば 

●さつま芋とリンゴの甘酢煮  ●春雨とツナのマヨサラダ 

●小松菜の中華炒め  ●里芋のクリーム煮 

●ごぼうの甘辛煮  ●味噌こんにゃく 

アレルゲン 小麦・乳成分・

卵・えび・牛肉・ごま・大豆・

鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン 

照焼ハンバーグ 
●焼きそば、玉子焼 

●お味噌汁（わかめ） 

●ごぼうの甘辛煮 

●ひじき煮 

アレルゲン 小麦・乳成分・

卵・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・

りんご 

熱量 451  kcal 熱量 233  kcal 

たんぱく質 17.6  g たんぱく質 10.3  g 

脂質 20.5  g 脂質 10.3  g 

炭水化物 50.2  g 炭水化物 26.0  g 

Ｎａ 1,606  mg Ｎａ 1,066  mg 

食塩相当量 4.1  g 食塩相当量 2.7  g 

牛肉とごぼうのしぐれ煮 
●イカすり身の天ぷら 

●大根と豚肉の塩麹煮  ●蓮根のそぼろ煮 

●枝豆のおろし和え  ●からし菜と豆腐の炒め煮 

●コールスロー  ●もやしの野沢菜昆布和え 

アレルゲン 小麦・卵・いか・

牛肉・ごま・大豆・豚肉 
サワラのごま味噌焼 

●蓮根煮炒め、玉子焼  

●お味噌汁（合わせ） 

●からし菜と豆腐の炒め煮 

●コールスロー 

アレルゲン 小麦・卵・牛肉・

ごま・大豆 

熱量 486  kcal 熱量 205  kcal 

たんぱく質 22.7  g たんぱく質 12.7  g 

脂質 21.9  g 脂質 10.9  g 

炭水化物 55.0  g 炭水化物 15.0  g 

Ｎａ 1,892  mg Ｎａ 1,179  mg 

食塩相当量 4.8  g 食塩相当量 3.0  g 

豚肉の黒胡椒炒め 
●お魚バーグ煮 

●じゃが芋の中華煮  ●くわいの梅かつお和え 

●カリフラワーの柚子ピクルス  ●麻婆春雨 

●おからと胡瓜のマヨサラダ  ●ほうれん草のごま和え 

アレルゲン 小麦・乳成分・

卵・いか・牛肉・ごま・さば・

大豆・鶏肉・豚肉・りんご 

白身魚と豆腐のしんじょ煮 

●チンゲン菜、玉子焼  

●お味噌汁（あさり） 

●小粒がんもと白菜の煮物 

●カリフラワーの柚子ピクルス 

アレルゲン 小麦・卵・さば・

大豆・やまいも 

熱量 459  kcal 熱量 146  kcal 

たんぱく質 15.3  g たんぱく質 7.5  g 

脂質 24.9  g 脂質 6.5  g 

炭水化物 45.1  g 炭水化物 15.0  g 

Ｎａ 1,709  mg Ｎａ 1,227  mg 

食塩相当量 4.3  g 食塩相当量 3.1  g 

赤魚のしょうゆ麹焼 
●豆腐ハンバーグ 

●昆布と豚肉の甘辛煮  ●揚げさつま芋の加工黒糖煮 

●胡瓜の酢の物  ●切干大根と大豆の煮物 

●そら豆のクリーム煮  ●ほうれん草のからし醤油和え 

アレルゲン 小麦・乳成分・

卵・ごま・さば・大豆・鶏肉・

豚肉 

焼鮭  
●蓮根煮炒め、玉子焼 

●お味噌汁（わかめ） 

●昆布と豚肉の甘辛煮 

●胡瓜の酢の物 

アレルゲン 小麦・卵・ごま・

さけ・大豆・豚肉 

熱量 474  kcal 熱量 182  kcal 

たんぱく質 25.4  g たんぱく質 10.5  g 

脂質 20.8  g 脂質 9.5  g 

炭水化物 48.2  g 炭水化物 14.5  g 

Ｎａ 1,533  mg Ｎａ 1,179  mg 

食塩相当量 3.9  g 食塩相当量 3.0  g 

 
 
 
●チヂミ（おかずコース） 
●枝豆のおろし和え（彩食八菜コース） 
●くわいの梅かつお和え（お弁当・彩食八菜コース） 
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朝食 
※単品ではご注文できません。 
お届け翌日の朝食メニューで 
す。表の日付はお届け日です。 

おかず（みそ汁付） 
袋入りみそ汁は、お湯に溶い

てお召し上がりください。 

マークの見方 

   ⇒新メニュー 

   ⇒郷土料理 

   ⇒骨にご注意ください 



 

 

 

 

 

 

 

チキンソテーの生姜玉葱ソース 

●白飯 

●あさりと根菜の味噌煮                    

●菜の花の彩りお浸し 

●白菜のおかか和え 

アレルゲン 小麦・卵・ごま・

大豆・鶏肉 
豚肉の黒酢照焼 
●チヂミ  ●蓮根とちくわの甘辛煮 

●人参のゴマドレ和え        

●菜の花とこんにゃくの味噌炒め                  

●わかめと梅の和え物 

アレルゲン 小麦・卵・ごま・

大豆・豚肉 

熱量 525  kcal 熱量 390  kcal 

たんぱく質 23.2  g たんぱく質 11.1  g 

脂質 14.8  g 脂質 24.3  g 

炭水化物 71.8  g 炭水化物 32.1  g 

Ｎａ 1,313  mg Ｎａ 1,047  mg 

食塩相当量 3.3  g 食塩相当量 2.7  g 

ホイコーロー 
●白飯 

●海鮮焼きそば                  

●切干大根と胡瓜の酢の物 

●ほうれん草の生姜風味お浸し 

アレルゲン 小麦・乳成分・

卵・えび・牛肉・ごま・さば・

大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン 

アジの梅しそフライ  ソース付 

●じゃが芋の赤味噌煮 

●厚揚げとなすの生姜ごま醤油 

●春雨とツナのマヨサラダ 

●ひじき蓮根の煮物  ●卯の花 

アレルゲン 小麦・卵・牛肉・

ごま・大豆・豚肉・もも・りん

ご 

熱量 549  kcal 熱量 371  kcal 

たんぱく質 15.7  g たんぱく質 13.7  g 

脂質 18.5  g 脂質 19.2  g 

炭水化物 77.9  g 炭水化物 38.8  g 

Ｎａ 1,166  mg Ｎａ 1,258  mg 

食塩相当量 3.0  g 食塩相当量 3.2  g 

サワラの野菜甘酢あん 
●白飯（梅干入） 

●冬瓜のだし煮 

●韓国風こんにゃく炒め 

●もやしの野沢菜昆布和え 

アレルゲン 小麦・卵・牛肉・

ごま・大豆・鶏肉・りんご・ゼ

ラチン 

鶏の山賊焼 
●野菜の中華炒め  ●大根のうま煮 

●コールスロー 

●ごぼうの甘辛煮 

●もやしと人参のごま甘酢和え 

アレルゲン 小麦・乳成分・

卵・えび・牛肉・ごま・大豆・

鶏肉・豚肉・ゼラチン 

熱量 543  kcal 熱量 369  kcal 

たんぱく質 20.2  g たんぱく質 17.1  g 

脂質 18.8  g 脂質 20.7  g 

炭水化物 70.5  g 炭水化物 30.2  g 

Ｎａ 974  mg Ｎａ 1,309  mg 

食塩相当量 2.5  g 食塩相当量 3.3  g 

棒棒鶏（蒸し鶏のごまだれ） 

●白飯 

●サバの塩焼 

●くわいの梅かつお和え     

●昆布豆 

アレルゲン 小麦・卵・ごま・

さば・大豆・鶏肉 
ポークシチュー 
●イカカツ 

●里芋のそぼろ煮 

●カリフラワーの柚子ピクルス 

●小粒がんもと白菜の煮物  ●なめ茸豆腐 

アレルゲン 小麦・乳成分・

卵・いか・牛肉・さば・大豆・

鶏肉・バナナ・豚肉・りんご・

ゼラチン 

熱量 534  kcal 熱量 416  kcal 

たんぱく質 21.5  g たんぱく質 14.1  g 

脂質 17.1  g 脂質 22.9  g 

炭水化物 71.8  g 炭水化物 42.8  g 

Ｎａ 1,476  mg Ｎａ 1,471  mg 

食塩相当量 3.7  g 食塩相当量 3.7  g 

豚肉の和風カレー炒め 
●わかめご飯 

●里芋とさつま揚の煮物 

●なすのごま和え 

●胡瓜の酢の物 

アレルゲン 小麦・乳成分・牛

肉・ごま・さば・大豆・鶏肉・

豚肉・ゼラチン 

鶏の唐揚げ              
●サバの塩焼 

●菜の花と筍の塩麹炒め   

●冬瓜の洋風煮  ●白菜の青じそサラダ 

●ほうれん草のからし醤油和え 

アレルゲン 小麦・乳成分・

卵・牛肉・ごま・さば・大豆・

鶏肉・豚肉 

熱量 522  kcal 熱量 444  kcal 

たんぱく質 13.2  g たんぱく質 20.6  g 

脂質 16.7  g 脂質 29.9  g 

炭水化物 78.5  g 炭水化物 22.7  g 

Ｎａ 1,430  mg Ｎａ 1,345  mg 

食塩相当量 3.6  g 食塩相当量 3.4  g 

タラの塩焼 
●白飯（梅干入） 

●じゃが芋の加工黒糖煮 

●枝豆とコーンのサラダ               

●小松菜のお浸し 

アレルゲン 小麦・卵・牛肉・

ごま・大豆・豚肉・りんご 
デミグラスソースハンバーグ 

浦上そぼろ 

●大根の黒ごま煮 

●パンプキンサラダ 

●白菜の柚子風味和え  ●胡瓜の酢の物 

アレルゲン 小麦・乳成分・

卵・牛肉・ごま・さば・大豆・

鶏肉・バナナ・豚肉・りんご・

ゼラチン 

熱量 453  kcal 熱量 411  kcal 

たんぱく質 21.3  g たんぱく質 14.4  g 

脂質 8.8  g 脂質 23.6  g 

炭水化物 72.2  g 炭水化物 36.0  g 

Ｎａ 891  mg Ｎａ 1,249  mg 

食塩相当量 2.3  g 食塩相当量 3.2  g 

照焼チキンスライス 
●白飯 

浦上そぼろ 

●厚揚げとなすの生姜ごま醤油 

●ポテたまサラダ 

アレルゲン 小麦・乳成分・

卵・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・

りんご 

サワラの野菜甘酢あん 
●くわい入つくね煮 

●炊合せ（蒟蒻・椎茸・人参） 

●切干大根とひじきの酢の物 

●シュガーポテト  ●キャベツの海苔和え 

アレルゲン 小麦・乳成分・

卵・ごま・大豆・鶏肉 

熱量 482  kcal 熱量 437  kcal 

たんぱく質 17.4  g たんぱく質 20.3  g 

脂質 13.4  g 脂質 21.6  g 

炭水化物 71.4  g 炭水化物 41.7  g 

Ｎａ 853  mg Ｎａ 991  mg 

食塩相当量 2.2  g 食塩相当量 2.5  g 
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