
※メニュー・カロリー・アレルギー表示

レンジ時間 ５００W ２分 ・７００W１分３０秒

（お願いごと）○消費期限はお届け当日の２４時までです。届きましたら必ず冷蔵庫にて保管してください。

○ご利用のお弁当箱は、お手数ですが水洗いをしていただきますようお願いいたします。

○お弁当の寿司類、別添えの小袋、カップは取り出して、容器のまま電子レンジに入れて、表中のレンジ時間

を目安に。温めてからお召し上がりください。○エネルギー・栄養価は、食品成分表に基づいて算出しています。

○商品調達の都合上、急きょメニューを変更させていただくことがございます。

○過度な加熱は、風味が損なわれたり硬くなったり、食材の破裂等の原因になります。ご注意ください。

彩 食 八 菜  お 献 立

8/28

（月）

○メバルの中華トマト玉子あん

○栗かぼちゃコロッケ

○冬瓜のそぼろ煮 ○里芋の真砂煮

○蓮根の梅マヨサラダ ○小松菜ときのこの煮物

○ゴーヤのごま和え ○細切昆布の味噌煮

アレルギー表示

小麦、乳、卵、カニ、ごま、さば、大豆、鶏肉、豚肉

エネルギー・栄養価

熱量475Ｋｃａｌ たんぱく質18.3ｇ

脂質26.4ｇ 炭水化物41.4ｇ 塩分相当量3.6ｇ

8/29

（火）

○とり天 天つゆ小袋付

○もやしとさつま揚げのごま油炒め 厚焼玉子添え  

○洋風肉じゃが ○大根の梅なめたけ和え

○コーン入明太スパサラ ○ピーマンのじゃこ炒め

○ならえ  ○白玉レモン

アレルギー表示

小麦、乳、卵、牛肉、ごま、さば、大豆、鶏肉、豚肉、

ゼラチン

エネルギー・栄養価

熱量491Ｋｃａｌ たんぱく質20.7ｇ

脂質26.2ｇ 炭水化物44.7ｇ 塩分相当量4.8ｇ

8/30

（水）

○和風ハンバーグ

○サバの照焼   ○鶏肉のおろしポン酢

○キャベツとウインナーのとま味噌炒め

○チーズ入マカロニサラダ ○三角厚揚げ煮

○ごぼうの田舎金平 ○コーヒーゼリー

アレルギー表示

小麦、乳、卵、牛肉、ごま、さば、大豆、鶏肉、豚肉

エネルギー・栄養価

熱量550Ｋｃａｌ たんぱく質23.1ｇ

脂質31.9ｇ 炭水化物43.3ｇ 塩分相当量3.6ｇ

8/31

（木）

○酢豚

○のっぺ ○豆腐しんじょ

○切干大根煮

○ブロッコリーとコーンのシーザーサラダ ○味噌こんにゃく

○ポテトサラダ  ○もやしのごま和え

アレルギー表示

小麦、乳、卵、牛肉、ごま、さば、大豆、鶏肉、豚肉、

やまいも、りんご

エネルギー・栄養価

熱量510Ｋｃａｌ たんぱく質15.3ｇ

脂質29.7ｇ 炭水化物47.0ｇ 塩分相当量4.7ｇ

9/1

（金）

○アジのしょうゆ麹焼

○キャベツメンチカツ

○豚肉とごぼうの味噌煮 ○シュガーポテト

○ひじき豆腐 ○人参サラダ

○キャベツとピーマンのソース炒め ○中華くらげ

アレルギー表示

小麦、乳、卵、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、

りんご

エネルギー・栄養価

熱量543Ｋｃａｌ たんぱく質26.2ｇ

脂質26.3ｇ 炭水化物51.5ｇ 塩分相当量3.5ｇ

裏面は「お弁当」「おかずコース」お献立です。

お問い合わせ先
（平日 9：00-18：00）

0120-443-304

8/28（月）～9/1（金）

冬の病気と思われがちな脳梗塞は夏も要注意

です。気温上昇とともに体内の熱を発散しよう

と、血管が拡張し血圧が低下します。そして汗

をかき水分不足で血液が濃くなり脳血管が詰

まりやすくなります。夏の脳梗塞は体内の脱水

症状が引き金になり睡眠中と起床後２時間以

内に集中して発症しやすいので就寝前と起床

後コップ１杯ずつの水を飲むことが脳梗塞の予

防につながります。



※ メニュー・カロリー・アレルギー表示

お 弁 当 コース お か ず コース

8/28

（月）

○豚肉のごまドレ和え

○雑穀ご飯

○豆腐しんじょ

○厚揚げの五目煮

○細切昆布の味噌煮

アレルギー表示
小麦、卵、牛肉、ごま、大豆、

鶏肉、豚肉、やまいも

エネルギー・栄養価

熱量539Ｋｃａｌ

たんぱく質14.1ｇ

脂質23.1ｇ 炭水化物68.5ｇ

塩分相当量2.6ｇ

○牛しぐれ煮

○小判がんも ○ミートオムレツ

○小松菜ときのこの煮物

○白麻婆豆腐

○韓国風サラダ

アレルギー表示

小麦、乳、卵、カニ、牛肉、ごま、さば、

大豆、鶏肉、豚肉、りんご、ゼラチン

エネルギー・栄養価

熱量402Ｋｃａｌ

たんぱく質14.5ｇ

脂質24.1ｇ 炭水化物42.9ｇ

塩分相当量2.5ｇ

8/29

（火）

○照焼チキンスライス

○白飯

○エビカツタルタルソース

○イカチリ

○大根の梅なめたけ和え

アレルギー表示
小麦、乳、卵、えび、カニ、いか、ごま、さけ、

さば、大豆、鶏肉、豚肉、りんご、ゼラチン

エネルギー・栄養価

熱量523Ｋｃａｌ

たんぱく質21.0ｇ

脂質14.9ｇ 炭水化物72.5ｇ

塩分相当量2.9ｇ

○アジの梅しそフライ ソース小袋付

○照焼ハンバーグ 茹玉子添え

○鶏とチンゲン菜のタイ風炒め

○冬瓜のオイスター煮

○ならえ ○ずいきの炊いたん

アレルギー表示

小麦、乳、卵、えび、牛肉、ごま、

さば、大豆、鶏肉、豚肉、もも、りんご

エネルギー・栄養価

熱量427Ｋｃａｌ

たんぱく質20.5ｇ

脂質21.8ｇ 炭水化物35.8ｇ

塩分相当量3.8ｇ

8/30

（水）

○サワラの柚子胡椒マヨ焼

○白飯

○鶏肉のポン酢炒め 茹玉子添え

○カリフラワーの土佐煮

○味噌こんにゃく

アレルギー表示
小麦、卵、さば、大豆、鶏肉、

りんご

エネルギー・栄養価

熱量528Ｋｃａｌ

たんぱく質27.2ｇ

脂質18.1ｇ 炭水化物61.8ｇ

塩分相当量1.7ｇ

○豚肉のオニオンビネガー炒め

○白身魚のチリソース

○マロニー中華煮 ○コールスロー

○ごぼうとこんにゃくの田舎金平

○はりはり漬

アレルギー表示

小麦、乳、卵、カニ、牛肉、ごま、

大豆、鶏肉、豚肉、りんご、ゼラチン

エネルギー・栄養価

熱量409Ｋｃａｌ

たんぱく質14.1ｇ

脂質23.0ｇ 炭水化物42.5ｇ

塩分相当量3.6ｇ

8/31

（木）

○牛焼肉

○高菜ご飯

○白身魚の天ぷら、かき揚げ

○冬瓜の炒り煮

○ポテトサラダ

アレルギー表示

小麦、乳、卵、牛肉、ごま、

大豆、鶏肉、魚醤（魚介類）

エネルギー・栄養価

熱量502Ｋｃａｌ

たんぱく質16.9ｇ

脂質15.9ｇ 炭水化物74.9ｇ

塩分相当量3.1ｇ

○白身魚のレモンタルタルソース

○鶏としめじのバター醤油

○大根とウインナーの洋風煮

○もやしのごま和え

○里芋の真砂煮 ○なす煮

アレルギー表示

小麦、乳、卵、ごま、さば、

大豆、鶏肉、豚肉

エネルギー・栄養価

熱量422Ｋｃａｌ

たんぱく質17.9ｇ

脂質26.4ｇ 炭水化物27.9ｇ

塩分相当量2.8ｇ

9/1

（金）

○メバルの煮付

○白飯

○栗かぼちゃコロッケ

○卯の花

○人参サラダ

アレルギー表示

小麦、乳、卵、牛肉、ごま、

大豆

エネルギー・栄養価

熱量494Ｋｃａｌ

たんぱく質18.8ｇ

脂質11.8ｇ 炭水化物75.4ｇ

塩分相当量1.8ｇ

○鶏の柚子胡椒マヨ焼

○イカカツ

○カリフラワーのクリーム煮

○中華胡瓜

○ピーマンのカレー炒め ○シュガーポテト

アレルギー表示

小麦、乳、卵、いか、牛肉、

ごま、大豆、鶏肉、豚肉、りんご

エネルギー・栄養価

熱量385Ｋｃａｌ

たんぱく質15.1ｇ

脂質21.3ｇ 炭水化物32.7ｇ

塩分相当量2.9ｇ

レンジ時間 ５００W 2 分 ・７００W１分 30 秒 ５００W １分 30 秒 ・７００W１分 20 秒

（お願いごと）

○消費期限はお届け当日の２４時までです。届きましたら必ず冷蔵庫にて保管してください。

○ご利用のお弁当箱は、お手数ですが水洗いをしていただきますようお願いいたします。

○お弁当の寿司類、別添えの小袋、カップは取り出して、容器のまま電子レンジに入れて、

表中のレンジ時間を目安に。温めてからお召し上がりください。

○エネルギー・栄養価は、食品成分表に基づいて算出しています。

○商品調達の都合上、急きょメニューを変更させていただくことがございます。

○過度な加熱は、風味が損なわれたり硬くなったり、食材の破裂等の原因になります。ご注意ください。

裏面は「彩食八菜コース」お献立です。

お問い合わせ先  （平日 9：00-18：00）

0120-443-304

8/28（月）～9/1（金）


