
※メニュー・カロリー・アレルギー表示

レンジ時間 ５００W ２分 ・ ７００W １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

12/18

（月）

○甘辛チキン

○サゴシの塩麹焼  ○肉じゃが  ○ひじき煮

○白麻婆豆腐     

○オレンジサラダ  ○細切り昆布の味噌煮       

○チーズ風味のグリーンキューブソテー

アレルギー表示

小麦、乳、卵、カニ、オレンジ、牛肉、ごま、大豆、

鶏肉、豚肉、りんご

エネルギー・栄養価

熱量490Ｋｃａｌ たんぱく質23.2ｇ

脂質28.6ｇ 炭水化物38.9ｇ 塩分相当量3.7ｇ

12/19

（火）

○豚肉と厚揚げの京風だしカレー煮

○カジキ入フライ  ○筑前煮

○シュガーポテト  ○チリコンカン   

○春雨と野菜のマヨサラダ  

○小松菜の中華炒め ○高菜もやし

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、魚醤（魚介類）

エネルギー・栄養価

熱量546Ｋｃａｌ たんぱく質14.6ｇ

脂質30.9ｇ 炭水化物58.4ｇ 塩分相当量3.6ｇ

12/20

（水）

○白身魚のオニオンソース

○豚高菜と葱入玉子焼○鶏肉とカシューナッツのオイスター炒め

○蓮根のおかか和え ○細切高野豆腐の煮物              

○くわいのナッツサラダ  ○ピーマンの味噌煮

○わかめとカリカリ梅の和え物

アレルギー表示

小麦、卵、カニ、カシューナッツ、牛肉、ごま、

大豆、鶏肉、豚肉、りんご、魚醤（魚介類）

エネルギー・栄養価

熱量495Ｋｃａｌ たんぱく質22.9ｇ

脂質29.8ｇ 炭水化物39.4ｇ 塩分相当量4.6ｇ

12/21

（木）

○牛肉と豆腐のしぐれ煮

○カレイの香味ソース ○かぶのクリーム煮  

○ほうれん草と人参のごま和え  

○白菜の青じそサラダ  ○甘酢肉団子  

○じゃが芋のカレー和え  ○昆布豆

アレルギー表示

小麦、乳、卵、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518Ｋｃａｌ たんぱく質22.5ｇ

脂質25.1ｇ 炭水化物52.6ｇ 塩分相当量4.7ｇ

12/22

（金）

○桜島鶏チキンカツのデミソース

○鮭のナッツソース

○ベーコンとキャベツのケチャップ煮  

○南瓜とさつま芋のサラダ ○切干大根と昆布の柚香漬

○厚揚げのかにあんかけ ○ごぼうの味噌煮 ○もやしの梅サラダ

アレルギー表示

小麦、乳、卵、カニ、カシューナッツ、牛肉、ごま、

さけ、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、りんご、ゼラチン

エネルギー・栄養価

熱量508Ｋｃａｌ たんぱく質17.2ｇ

脂質28.5ｇ 炭水化物47.5ｇ 塩分相当量4.1ｇ

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

12/18（月）～12/22（金）

賞味期限が長く非常用としても使われている

缶詰。今ではおしゃれな缶になり、美味しいお

かずとして人気があります。中でも青魚の缶

詰は中性脂肪やコレステロールの低下作用、

血液サラサラ作用等がある必須脂肪酸のＤＨ

Ａが含まれます。「水煮」はドレッシングやマヨ

ネーズで味付けし、「サバの味噌煮」や「イワシ

の煮つけ」「サンマのかば焼き」などは手軽に

そのまま食べることができます。



※ 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

12/18

（月）

○牛肉と野菜の煮物
○白飯

○カレイの野菜甘酢あん

○白麻婆豆腐

○スペルト小麦のサラダ

アレルギー表示

小麦、乳、卵、カニ、牛肉、ごま、

大豆、鶏肉、豚肉
エネルギー・栄養価

熱量497Ｋｃａｌ

たんぱく質19.2ｇ

脂質13.4ｇ 炭水化物78.6ｇ

塩分相当量2.2ｇ

○タラの天ぷら
○肉じゃがと四目玉子焼

○ヒカド  ○昆布豆

○春雨とツナのサラダ

○しらたきの海老煮

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、りんご

エネルギー・栄養価

熱量386Ｋｃａｌ

たんぱく質22.7ｇ

脂質19.1ｇ 炭水化物35.1ｇ

塩分相当量3.2ｇ

12/19

（火）

○サーモンのタルタルソース

○五目混ぜご飯

○筑前煮

○大根の中華肉味噌

○じゃが芋のカレー炒め

アレルギー表示

小麦、卵、牛肉、ごま、

さけ、大豆、鶏肉、豚肉
エネルギー・栄養価

熱量526Ｋｃａｌ

たんぱく質18.2ｇ

脂質21.2ｇ 炭水化物66.3ｇ

塩分相当量3.1ｇ

○鶏肉の山賊焼

○くじらカツ ○厚揚げの五目煮

○蓮根のごまマヨサラダ

○揚げだし大根の生姜味噌あん  

○高菜もやし

アレルギー表示

小麦、卵、えび、牛肉、ごま、大豆、

鶏肉、豚肉、りんご、魚醤（魚介類）
エネルギー・栄養価

熱量402Ｋｃａｌ

たんぱく質16.5ｇ

脂質22.3ｇ 炭水化物33.6ｇ

塩分相当量3.1ｇ

12/20

（水）

○豚肉のうま塩炒め

○白飯

○里芋のたらこ煮と厚焼玉子

○ピーマンの味噌煮

○白菜の青じそサラダ

アレルギー表示

小麦、卵、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492Ｋｃａｌ

たんぱく質13.8ｇ

脂質14.0ｇ 炭水化物77.5ｇ

塩分相当量2.5ｇ

○牛焼肉
○かき揚げ、メアジの天ぷら

○黒酢水餃子

○くわいのナッツサラダ

○甘辛ごぼう ○大豆のぎすけ煮

アレルギー表示

小麦、卵、カシューナッツ、牛肉、

ごま、大豆、鶏肉、豚肉、りんご
エネルギー・栄養価

熱量394Ｋｃａｌ

たんぱく質18.8ｇ

脂質17.6ｇ 炭水化物46.3ｇ

塩分相当量3.2ｇ

12/21

（木）

○サンマの塩焼
○野菜の炊き込みご飯

○甘酢肉団子

○ずいきの炊いたん

○胡瓜の酢の物

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524Ｋｃａｌ

たんぱく質17.0ｇ

脂質19.8ｇ 炭水化物67.3ｇ

塩分相当量3.2ｇ

○豚肉と玉葱の和風カレー炒め
○大根とさつま揚げの炒め煮

○ハンバーグ○リンゴと胡瓜のマヨサラダ

○細切高野豆腐の煮物

○白菜の青じそサラダ

アレルギー表示

小麦、乳、卵、牛肉、ごま、大豆、

鶏肉、バナナ、豚肉、りんご、ゼラチン
エネルギー・栄養価

熱量441Ｋｃａｌ

たんぱく質16.4ｇ

脂質24.5ｇ 炭水化物40.1ｇ

塩分相当量3.6ｇ

12/22

（金）

○鶏肉のごま味噌焼
○白飯

○豆腐しんじょ煮

○さつま芋と南瓜のサラダ

○ひじき煮

アレルギー表示

小麦、乳、卵、ごま、大豆、

鶏肉、豚肉、やまいも
エネルギー・栄養価

熱量495Ｋｃａｌ

たんぱく質17.3ｇ

脂質15.3ｇ 炭水化物68.9ｇ

塩分相当量2.2ｇ

○サワラの西京焼
○カリフラワーのベーコンマヨ炒め  

○栗かぼちゃコロッケ○切干大根と昆布の柚香漬

○スペルト小麦のナッツサラダ  

○揚げとキャベツのごま和え

アレルギー表示

小麦、乳、卵、カシューナッツ、牛肉、ごま、

さば、大豆、豚肉、りんご、ゼラチン
エネルギー・栄養価

熱量392Ｋｃａｌ

たんぱく質19.3ｇ

脂質20.8ｇ 炭水化物34.6ｇ

塩分相当量2.6ｇ

レンジ時間 ５００W 2 分 ・ ７００W １分 30 秒 ５００W １分 30 秒 ・ ７００W １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
12/18（月）～12/22（金）


