
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

8/13

（月）

○桜島チキンカツのナッツソース
○さつま揚げ煮 ○揚げだし豆腐のおろしあん

○グリーンキューブのケチャップ炒め

○梅春雨と胡瓜の和え物 ○冬瓜の豆乳味噌煮

○ピーマンと人参のカレー炒め ○キャベツと揚げのごま和え

アレルギー表示

小麦、乳、卵、カシューナッツ、牛肉、ごま、大豆、

鶏肉、豚肉、りんご、ゼラチン

エネルギー・栄養価

熱量494Ｋｃａｌ たんぱく質14.8ｇ

脂質30.5ｇ 炭水化物40.6ｇ 食塩相当量3.7ｇ

8/14

（火）

○豚肉の和風醤油マヨ炒め
○シューマイのかにあんかけ ○鶏じゃが

○ぼた餅 ○中華胡瓜

○なすのエビ塩炒め ○こんにゃく南蛮

○ほうれん草の炒り玉子

アレルギー表示

小麦、乳、卵、えび、カニ、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486Ｋｃａｌ たんぱく質18.2ｇ

脂質24.5ｇ 炭水化物51.2ｇ 食塩相当量3.3ｇ

8/15

（水）

○サバの照焼
○オムレツのナポリソース

○豚肉のお好み炒め ○里芋のそぼろ煮

○ツナと大根のサラダ ○打豆の味噌煮

○わかめと玉葱のたらこ和え ○コーヒーゼリー

アレルギー表示

小麦、乳、卵、牛肉、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483Ｋｃａｌ たんぱく質22.1ｇ

脂質26.7ｇ 炭水化物39.4ｇ 食塩相当量4.7ｇ

8/16

（木）

○牛ボナーラ

○白身魚の天ぷら ○甘酢肉団子

○いんげんとコーンのバター炒め

○春雨とツナのマヨサラダ ○ごぼうの味噌煮

○塩麹じゃが煮 ○ほうれん草の生姜風味お浸し

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491Ｋｃａｌ たんぱく質22.1ｇ

脂質24.7ｇ 炭水化物47.3ｇ 食塩相当量3.8ｇ

8/17

（金）

○鶏肉と豆腐の甘辛煮

○エビカツ ○豚肉とカリフラワーの柚子胡椒ポン酢

○大根とウインナーの洋風煮

○じゃが芋のサラダ ○南瓜のいとこ煮風

○チンゲン菜のそぼろ炒め ○しらたきの小海老煮

アレルギー表示

小麦、乳、卵、えび、カニ、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470Ｋｃａｌ たんぱく質22.7ｇ

脂質27.4ｇ 炭水化物36.8ｇ 食塩相当量3.6ｇ

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

8/13（月）～ 8/17（金）

１８８５年７月１６日、大宮～宇都宮間（現

在のＪＲ東北本線）が開業しました。当時地

元で旅館を経営していた白木屋が、駅のホ

ームでおにぎり２個とたくあんを竹の皮で包

んだものを５銭で売ったのが駅弁のはじまり

です。その後１８８９年に折に入った幕の内

風の弁当が販売されるようになりました。今

では数百種類の駅弁があるといわれ、旅の

楽しみになっています。



お 弁 当 コース お か ず コース

8/13

（月）

○牛肉の和風カレー炒め
○白飯

○お魚ソーセージの炒り玉子

○春雨とわかめのおろし和え

○キャベツと揚げのごま和え

アレルギー表示

小麦、乳、卵、牛肉、ごま、

大豆、バナナ、豚肉、りんご
エネルギー・栄養価

熱量455Ｋｃａｌ

たんぱく質16.6ｇ

脂質10.7ｇ 炭水化物77.8ｇ

食塩相当量3.0ｇ

○サワラのゆう庵焼
○筑前煮 ○シューマイの黒酢あん

○そら豆のサラダ

○グリーンキューブのケチャップ炒め

○糸こんにゃくの真砂煮

アレルギー表示

小麦、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391Ｋｃａｌ

たんぱく質23.0ｇ

脂質17.4ｇ 炭水化物37.7ｇ

食塩相当量3.0ｇ

8/14

（火）

○サゴシの塩麹焼
○助六寿司

○桜島鶏チキンカツ

○中華胡瓜

○ぼた餅

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
エネルギー・栄養価

熱量543Ｋｃａｌ

たんぱく質21.7ｇ

脂質16.3ｇ 炭水化物75.2ｇ

食塩相当量3.2ｇ

○酢鶏
○サゴシの甘辛生姜煮

○大根と昆布の煮物

○胡瓜と豆のゴママヨサラダ

○なすのエビ塩炒め ○ぼた餅

アレルギー表示

小麦、卵、えび、ごま、大豆、

鶏肉、りんご
エネルギー・栄養価

熱量447Ｋｃａｌ

たんぱく質18.2ｇ

脂質20.0ｇ 炭水化物48.1ｇ

食塩相当量3.3ｇ

8/15

（水）

○豚肉の生姜焼

○白飯

○いわしの天ぷら

○ツナと大根のサラダ

○こんにゃく南蛮

アレルギー表示

小麦、卵、さば、大豆、豚肉、

りんご
エネルギー・栄養価

熱量542Ｋｃａｌ

たんぱく質14.2ｇ

脂質22.3ｇ 炭水化物69.7ｇ

食塩相当量2.7ｇ

○デミグラスチーズハンバーグ
○エビカツのタルタルソース

○まんばのけんちゃん

○細切昆布の中華サラダ

○ピリ辛こんにゃく○コーヒーゼリー

アレルギー表示

小麦、乳、卵、えび、カニ、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397Ｋｃａｌ

たんぱく質15.0ｇ

脂質22.4ｇ 炭水化物34.1ｇ

食塩相当量3.7ｇ

8/16

（木）

○赤魚の塩焼

○雑穀ご飯

○甘酢肉団子

○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、牛肉、ごま、

大豆、鶏肉、豚肉
エネルギー・栄養価

熱量475Ｋｃａｌ

たんぱく質20.5ｇ

脂質11.2ｇ 炭水化物71.4ｇ

食塩相当量2.4ｇ

○豚肉の生姜焼
○お魚ソーセージのチーマヨ炒め

○大根とこんにゃくのにんにく味噌煮

○ひよこ豆とじゃが芋のトマト煮

○カリフラワーの甘酢炒め○ほうれん草の生姜風味お浸し

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381Ｋｃａｌ

たんぱく質13.1ｇ

脂質22.2ｇ 炭水化物41.6ｇ

食塩相当量3.9ｇ

8/17

（金）

○鶏肉とじゃが芋のバターナッツ炒め
○白飯

○さつま揚げ煮と炊合せ

○春雨と野菜のマヨサラダ

○南瓜のいとこ煮風

アレルギー表示

小麦、乳、卵、カシューナッツ、ごま、

さば、大豆、鶏肉、豚肉、りんご
エネルギー・栄養価

熱量549Ｋｃａｌ

たんぱく質17.1ｇ

脂質18.7ｇ 炭水化物78.5ｇ

食塩相当量2.0ｇ

○サンマの塩焼
○塩麹じゃが煮と玉子焼

○中華五目炒め

○モロヘイヤのごま酢和え

○しらたきの小海老煮○高菜もやし

アレルギー表示

小麦、乳、卵、えび、カニ、ごま、大豆、

鶏肉、豚肉、ゼラチン、魚醤（魚介類）
エネルギー・栄養価

熱量422Ｋｃａｌ

たんぱく質23.8ｇ

脂質27.8ｇ 炭水化物17.9ｇ

食塩相当量3.9ｇ

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

8/13（月）～ 8/17（金）


