
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

2/11

（月）

○メバルのおろしあんかけ
○キャベツメンチカツ ○塩麹じゃが煮

○ぼた餅 ○肉ごぼう

○ほうれん草のお浸し ○ピリ辛こんにゃく

○リンゴと胡瓜のマヨサラダ

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22.8ｇ

脂質24.4ｇ 炭水化物50.9ｇ 食塩相当量3.5ｇ

2/12

（火）

○チキンカレー
○竹輪とじゃが芋の甘辛煮 ○かき玉豆腐

○イカのトマトソース煮 ○スパゲティサラダ

○チンゲン菜のオイスター炒め ○里芋のうま煮

○大根と昆布の和え物

アレルギー表示

小麦、乳、卵、いか、牛肉、ごま、さば、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514Ｋｃａｌ たんぱく質18.9ｇ

脂質28.3ｇ 炭水化物50.8ｇ 食塩相当量4.6ｇ

2/13

（水）

○牛肉とごぼうの味噌煮
○カレイの磯辺揚げ

○揚げ鶏の甘辛和え ○白麻婆豆腐

○カリフラワーの土佐煮 ○春雨のツナマヨサラダ

○タアサイの炒り玉子 ○人参のゴマドレ和え

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、りんご

エネルギー・栄養価

熱量471Ｋｃａｌ たんぱく質24.5ｇ

脂質24.5ｇ 炭水化物42.4ｇ 食塩相当量4.5ｇ

2/14

（木）

○酢豚
○焼鮭    ○鶏肉と大根の甘酒入り味噌煮

○蓮根のおかか和え ○切干昆布の和え物

○里芋のそぼろ煮 ○ピーマンともやしのソース炒め

○コーヒーゼリー

アレルギー表示

小麦、卵、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、

豚肉、りんご

エネルギー・栄養価

熱量526Ｋｃａｌ たんぱく質19.3ｇ

脂質29.7ｇ 炭水化物46.5ｇ 食塩相当量4.4ｇ

2/15

（金）

○サバの西京焼

○ギョーザ風味メンチカツ

○キャベツとさつま揚げのごま油炒め○こんにゃく南蛮

○めかぶといんげんのピリ辛和え○じゃが芋のそぼろ煮

○からし菜のツナ炒め ○さつま芋とリンゴのシナモン風味

アレルギー表示

小麦、乳、卵、えび、オレンジ、ごま、さば、大豆、

鶏肉、豚肉、りんご

エネルギー・栄養価

熱量499Ｋｃａｌ たんぱく質20.6ｇ

脂質27.9ｇ 炭水化物41.6ｇ 食塩相当量3.7ｇ

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

2/11（月）～ 2/15（金）

冬に心筋梗塞が多い理由のひとつに「温

かい部屋から寒い部屋や屋外に出た時の

急激な血圧の変動」が挙げられます。トイ

レや浴室に小型の暖房機をおき暖かくし

ておく。熱いお風呂（４２℃以上）にはいら

ない。入浴前後に１杯の水を飲む。寒い

野外に出るときはしっかり防寒する。塩分

をとりすぎないなど少しの心がけで予防で

きます。



お 弁 当 コース お か ず コース

2/11

（月）

○豚肉と大根の角煮
○白飯

○豆腐しんじょ煮

○肉ごぼう

○ぼた餅

アレルギー表示

小麦、卵、牛肉、大豆、豚肉、

やまいも
エネルギー・栄養価

熱量549Ｋｃａｌ

たんぱく質15.5ｇ

脂質17.9ｇ 炭水化物82.7ｇ

食塩相当量2.3ｇ

○牛しぐれ煮の玉子あんかけ
○お好み天とちくわの磯辺揚げ

○タアサイと揚げの煮びたし

○リンゴと胡瓜のマヨサラダ

○わかめのたらこ和え○ぼた餅

アレルギー表示

小麦、乳、卵、牛肉、さけ、

大豆、豚肉、りんご、ゼラチン
エネルギー・栄養価

熱量361Ｋｃａｌ

たんぱく質14.0ｇ

脂質12.4ｇ 炭水化物55.3ｇ

食塩相当量3.7ｇ

2/12

（火）

○照焼チキンスライス
○白飯

○メアジの天ぷら

○イカのトマトソース煮

○味噌こんにゃく

アレルギー表示

小麦、乳、卵、いか、ごま、

さけ、大豆、鶏肉、ゼラチン
エネルギー・栄養価

熱量539Ｋｃａｌ

たんぱく質22.2ｇ

脂質15.1ｇ 炭水化物77.5ｇ

食塩相当量2.4ｇ

○サンマの塩焼
○肉豆腐○カリフラワーのクリーム煮

○チンゲン菜のオイスター炒め

○こんにゃく金平

○大根の青のり酢味噌和え

アレルギー表示

小麦、乳、卵、牛肉、ごま、

大豆、豚肉
エネルギー・栄養価

熱量444Ｋｃａｌ

たんぱく質26.1ｇ

脂質29.3ｇ 炭水化物19.3ｇ

食塩相当量3.5ｇ

2/13

（水）

○サワラのゆうあん焼
○ひじきご飯

○鶏肉のおろしポン酢と海苔入玉子焼

○春雨のツナマヨサラダ

○ひき肉ともやしのカレー炒め

アレルギー表示

小麦、卵、牛肉、さば、大豆、

鶏肉、豚肉、りんご
エネルギー・栄養価

熱量520Ｋｃａｌ

たんぱく質26.5ｇ

脂質19.6ｇ 炭水化物62.0ｇ

食塩相当量2.1ｇ

○豚肉と野菜の和風カレー炒め
○キビナゴの天ぷら   ○白麻婆豆腐

○胡瓜と木耳のごま和え

○切干大根と大豆の煮物

○めかぶといんげんのピリ辛和え

アレルギー表示

小麦、乳、卵、カニ、牛肉、ごま、

大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、りんご
エネルギー・栄養価

熱量388Ｋｃａｌ

たんぱく質14.7ｇ

脂質24.1ｇ 炭水化物34.4ｇ

食塩相当量3.7ｇ

2/14

（木）

○牛肉の焼肉風炒め
○白飯

○サンマの塩焼

○里芋のそぼろ煮

○人参サラダ

アレルギー表示

小麦、卵、牛肉、ごま、大豆、

鶏肉、豚肉、りんご
エネルギー・栄養価

熱量507Ｋｃａｌ

たんぱく質19.1ｇ

脂質17.7ｇ 炭水化物68.8ｇ

食塩相当量3.0ｇ

○カレイのママレードソース
○鶏肉と大豆のトマト煮

○かぶの洋風煮○人参のしりしり

○蓮根のおかか和え

○白玉抹茶

アレルギー表示

小麦、乳、卵、オレンジ、牛肉、

ごま、大豆、鶏肉、豚肉
エネルギー・栄養価

熱量396Ｋｃａｌ

たんぱく質20.0ｇ

脂質17.3ｇ 炭水化物41.2ｇ

食塩相当量3.6ｇ

2/15

（金）

○サバの西京焼
○山菜ご飯

○豚肉とじゃが芋の黒糖煮

○めかぶといんげんのピリ辛和え

○べったら大根

アレルギー表示

小麦、卵、オレンジ、ごま、

さば、大豆、鶏肉、豚肉
エネルギー・栄養価

熱量472Ｋｃａｌ

たんぱく質15.7ｇ

脂質13.9ｇ 炭水化物70.4ｇ

食塩相当量3.4ｇ

○ハンバーグのトマトソース
○サバの塩焼  ○大根とこんにゃくのにんにく味噌煮

○紫キャベツの甘酢和え

○ピーマンとなすのガーリック炒め

○さつま芋とリンゴのシナモン風味

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
エネルギー・栄養価

熱量398Ｋｃａｌ

たんぱく質16.2ｇ

脂質21.9ｇ 炭水化物34.0ｇ

食塩相当量3.1ｇ

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

2/11（月）～ 2/15（金）


