
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 コース

4/30

（月）

○赤魚の塩焼
○桜島鶏チキンカツタルタルソース

○イカとじゃが芋のバター醤油 ○桜餅

○コーン入マカロニサラダ  ○そら豆のクリーム煮

○春雨とわかめのおろし和え ○ゴーヤのごま和え

アレルギー表示

小麦、乳、卵、いか、牛肉、ごま、さば、大豆、鶏肉

エネルギー・栄養価

熱量478Ｋｃａｌ たんぱく質26.0ｇ

脂質19.8ｇ 炭水化物47.4ｇ 食塩相当量3.8ｇ

5/1

（火）

○鶏の唐揚
○ごぼう天とふきの炊合せ ○塩麹じゃが

○ならえ ○里芋の柚子煮

○筍のひこずり ○明太豆腐

○野菜の甘酢和え

アレルギー表示

小麦、乳、卵、ごま、さば、大豆、鶏肉、豚肉、

ゼラチン

エネルギー・栄養価

熱量473Ｋｃａｌ たんぱく質21.5ｇ

脂質27.1ｇ 炭水化物36.5ｇ 食塩相当量4.1ｇ

5/2

（水）

○牛肉とごぼうのしぐれ煮
○きびなごの天ぷら

○鶏と大豆のトマト煮 ○麻婆春雨

○ひじきサラダ ○チンゲン菜のオイスター炒め

○大根の柚子甘酢 ○シュガーポテト

アレルギー表示

小麦、乳、卵、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、豚肉

エネルギー・栄養価

熱量503Ｋｃａｌ たんぱく質15.9ｇ

脂質20.0ｇ 炭水化物68.6ｇ 食塩相当量3.4ｇ

5/3

（木）

○豚肉とピーマンの味噌炒め

○カレイの唐揚 ○カリフラワーのベーコンマヨ炒め

○ぼた餅 ○胡瓜と木耳のごま和え

○なすのミートソース ○根菜のおかか金平

○チンゲン菜煮

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506Ｋｃａｌ たんぱく質18.9ｇ

脂質26.2ｇ 炭水化物51.9ｇ 食塩相当量4.2ｇ

5/4

（金）

○白身魚のオニオンソース

○揚げ鶏のカレー風味 ○蓮根のそぼろ煮

○ツナとキャベツの炒め煮 ○ほうれん草の青じそドレ和え

○大根煮のきのこあんかけ

○ホワイトキューブの和風サラダ ○コーヒーゼリー

アレルギー表示

小麦、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538Ｋｃａｌ たんぱく質23.8ｇ

脂質34.1ｇ 炭水化物41.3ｇ 食塩相当量3.8ｇ

裏面は「お弁当コース」「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

4/30（月）～ 5/4（金）

１年で１番祝日が集中するゴールデンウィ

ーク。気候もちょうど良く旅行、帰省、行楽

行事の予定もたてやすいですね。江戸時

代の俳諧師、松尾芭蕉が奥の細道の旅に

出発したのがちょうどこの時期だそうで

す。長い年月をかけ、旅をしながら季節や

景色の変化などを感じ、俳句を詠んだので

しょうね。



お 弁 当 コース お か ず コース

4/30

（月）

○豚肉のうま塩炒め

○白飯（梅干入）

○サゴシの甘辛生姜煮

○ゴーヤのごま和え

○桜餅

アレルギー表示

小麦、卵、牛肉、ごま、

大豆、鶏肉、豚肉
エネルギー・栄養価

熱量526Ｋｃａｌ

たんぱく質17.5ｇ

脂質13.8ｇ 炭水化物87.5ｇ

食塩相当量2.5ｇ

○牛肉とじゃが芋の甘辛煮
○イワシ天のナポリソース

○そら豆のクリーム煮

○人参サラダ

○切干大根と大豆の煮物 ○桜餅

アレルギー表示

小麦、乳、卵、牛肉、大豆、

豚肉
エネルギー・栄養価

熱量384Ｋｃａｌ

たんぱく質14.2ｇ

脂質15.3ｇ 炭水化物49.8ｇ

食塩相当量2.7ｇ

5/1

（火）

○黒酢鶏

○白飯

○からし菜とあさりの炒め煮

○明太豆腐

○紫キャベツの甘酢和え

アレルギー表示

小麦、卵、ごま、さば、

大豆、鶏肉
エネルギー・栄養価

熱量542Ｋｃａｌ

たんぱく質18.3ｇ

脂質16.3ｇ 炭水化物77.7ｇ

食塩相当量2.9ｇ

○サバの甘辛生姜煮
○筑前煮 ○白麻婆豆腐

○菜の花のごま和え

○ピーマンの味噌炒め

○野菜の甘酢和え

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、ゼラチン
エネルギー・栄養価

熱量374Ｋｃａｌ

たんぱく質18.5ｇ

脂質23.0ｇ 炭水化物26.0ｇ

食塩相当量3.0ｇ

5/2

（水）

○白身魚の揚げ煮

○白飯

○豆乳クリーム煮

○中華セロリ

○チンゲン菜のオイスター炒め

アレルギー表示

小麦、乳、卵、ごま、大豆、

鶏肉
エネルギー・栄養価

熱量519Ｋｃａｌ

たんぱく質17.4ｇ

脂質15.4ｇ 炭水化物76.8ｇ

食塩相当量2.9ｇ

○豚肉のうま塩炒め
○イカカツタルタルソース○塩麹じゃが煮

○ピーマンと人参のカレー炒め

○大根の柚子甘酢

○しめじとこんにゃくのアヒージョ

アレルギー表示

小麦、卵、えび、いか、ごま、

大豆、鶏肉、豚肉
エネルギー・栄養価

熱量405Ｋｃａｌ

たんぱく質12.9ｇ

脂質24.7ｇ 炭水化物34.4ｇ

食塩相当量2.9ｇ

5/3

（木）

○黒毛和牛メンチカツ
○五目まぜご飯

○のっぺ

○胡瓜と木耳のごま和え

○ぼた餅

アレルギー表示

小麦、卵、牛肉、ごま、

大豆、豚肉、りんご
エネルギー・栄養価

熱量537Ｋｃａｌ

たんぱく質12.4ｇ

脂質15.4ｇ 炭水化物86.4ｇ

食塩相当量2.2ｇ

○カレイのナッツソース
○洋風肉じゃが ○信田巻煮

○うまい菜のお浸し

○根菜のおかか金平

○ぼた餅

アレルギー表示

小麦、卵、カシューナッツ、

牛肉、ごま、大豆、豚肉、りんご
エネルギー・栄養価

熱量407Ｋｃａｌ

たんぱく質17.4ｇ

脂質19.6ｇ 炭水化物43.1ｇ

食塩相当量3.6ｇ

5/4

（金）

○カレイの天ぷらのおろしあん

○助六寿司

○豚肉とカリフラワーの白湯炒め

○ほうれん草の青じそドレ和え

○金時豆

アレルギー表示

小麦、乳、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524Ｋｃａｌ

たんぱく質21.2ｇ

脂質16.6ｇ 炭水化物71.3ｇ

食塩相当量3.7ｇ

○酢鶏

○五目中華炒め○大根と昆布の煮物

○セロリのレモンサラダ

○ニラともやしの土佐煮

○コーヒーゼリー

アレルギー表示

小麦、乳、卵、カニ、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442Ｋｃａｌ

たんぱく質15.2ｇ

脂質23.9ｇ 炭水化物41.5ｇ

食塩相当量3.8ｇ

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

4/30（月）～ 5/4（金）


