
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

6/24

（月）

○サバの揚げ煮
○ロールキャベツ煮 トマトソース

○大根と鶏肉の生姜白だし煮○胡瓜と木耳のごま和え

○蓮根の明太マヨサラダ ○ほうれん草とコーンのバタ－炒め

○卯の花 ○玉葱の梅かつお和え

アレルギー表示

小麦、乳、卵、牛肉、ごま、さば、大豆、鶏肉、豚肉、

りんご、ゼラチン

エネルギー・栄養価

熱量533Ｋｃａｌ たんぱく質21.1ｇ

脂質33.7ｇ 炭水化物37.8ｇ 食塩相当量4.3ｇ

6/25

（火）

○鶏肉の玉葱ソース焼
○いわしつみれ煮 ○豚天

○ひじき煮 ○春菊のナムル

○厚揚げの中華肉味噌かけ

○春雨のコチジャン炒め ○白菜煮

アレルギー表示

小麦、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478Ｋｃａｌ たんぱく質21.9ｇ

脂質28.5ｇ 炭水化物37.0ｇ 食塩相当量4.1ｇ

6/26

（水）

○牛焼肉
○エビフライと白身フライのオーロラソース

○南関揚げと根菜の煮物○玉葱とコーンのバタ－炒め

○ポテトサラダ ○小松菜の中華炒め

○里芋のごま味噌煮 ○細切昆布の甘辛生姜煮

アレルギー表示

小麦、乳、卵、えび、カニ、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、

豚肉、りんご

エネルギー・栄養価

熱量482Ｋｃａｌ たんぱく質16.1ｇ

脂質24.1ｇ 炭水化物56.2ｇ 食塩相当量3.8ｇ

6/27

（木）

○ニラ豚
○カレイの天ぷら ○がんも煮と炊合せ

○塩麹じゃが煮 ○ごぼうと大豆のゴママヨサラダ

○チンゲン菜のそぼろ炒め

○蓮根とベーコンの金平 ○はりはり漬

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538Ｋｃａｌ たんぱく質22.1ｇ

脂質32.1ｇ 炭水化物45.7ｇ 食塩相当量4.3ｇ

6/28

（金）

○イワシの梅しそフライ ソース小袋付
○豚肉とカリフラワーの柚子胡椒ポン酢  

○まんばのけんちゃん○大根とこんにゃくのにんにく味噌煮

○春雨のツナマヨサラダ ○じゃが芋のたらこ煮

○イカのトマトソース煮 ○金時豆

アレルギー表示

小麦、卵、いか、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、

もも、りんご

エネルギー・栄養価

熱量531Ｋｃａｌ たんぱく質24.5ｇ

脂質27.1ｇ 炭水化物48.1ｇ 食塩相当量4.8ｇ

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

6/24（月）～ 6/28（金）

毎年この時期になると必ずといっていいほ

ど呼びかけているのが食中毒対策です。梅

雨から夏にかけて発生しやすい食中毒は

「手洗いなどで細菌をつけない・早めに食

べて増やさない・加熱して死滅させる」の３

原則で防ぐことができます。しかし何よりも

大事なのは、普段から規則正しい生活をし

細菌に対する抵抗力を備えた体にしておく

ことが大切です。



お 弁 当 コース お か ず コース

6/24

（月）

○豚肉の生姜焼
○白飯

○お魚ソーセージのケチャップ炒め

○里芋の黒ごま味噌煮

○卯の花

アレルギー表示

小麦、乳、牛肉、ごま、

大豆、鶏肉、豚肉
エネルギー・栄養価

熱量545Ｋｃａｌ

たんぱく質14.2ｇ

脂質17.8ｇ 炭水化物80.7ｇ

食塩相当量3.0ｇ

○デミグラスソースハンバーグ
○焼鮭

○大根と鶏肉の生姜白だし煮

○蓮根とベーコンの金平

○ひじき煮○わかめと玉葱のたらこ和え

アレルギー表示

小麦、乳、卵、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353Ｋｃａｌ

たんぱく質18.4ｇ

脂質17.1ｇ 炭水化物30.5ｇ

食塩相当量3.8ｇ

6/25

（火）

○鶏肉としめじのバタ－醤油
○白飯

○ごぼう天煮と玉子焼

○葉にんにくの酢味噌和え

○ひじき煮

アレルギー表示

小麦、乳、卵、牛肉、大豆、

鶏肉
エネルギー・栄養価

熱量505Ｋｃａｌ

たんぱく質18.5ｇ

脂質12.7ｇ 炭水化物77.9ｇ

食塩相当量2.2ｇ

○天ぷら３種盛合せ 抹茶塩付
○中華肉じゃがと煮玉子

○白麻婆豆腐○春菊のナムル

○大根と人参のマヨサラダ

○キャベツのごま和え

アレルギー表示

小麦、乳、卵、えび、カニ、牛肉、

ごま、大豆、鶏肉、豚肉、りんご
エネルギー・栄養価

熱量405Ｋｃａｌ

たんぱく質20.1ｇ

脂質23.2ｇ 炭水化物34.4ｇ

食塩相当量3.4ｇ

6/26

（水）

○アジの照焼
○雑穀ご飯

○桜島チキンカツのオーロラソース

○大根のうま煮

○ポテトサラダ

アレルギー表示

小麦、乳、卵、ごま、さば、

大豆、鶏肉、りんご
エネルギー・栄養価

熱量487Ｋｃａｌ

たんぱく質21.9ｇ

脂質14.0ｇ 炭水化物66.4ｇ

食塩相当量1.6ｇ

○豚肉とキャベツの柚子胡椒炒め
○サバの揚げ煮

○南関揚げと根菜の煮物

○そら豆のベーコンソテー

○ツナと大根のサラダ○高菜もやし

アレルギー表示

小麦、乳、卵、牛肉、ごま、さば、

大豆、豚肉、りんご、魚醤（魚介類）
エネルギー・栄養価

熱量419Ｋｃａｌ

たんぱく質17.2ｇ

脂質26.4ｇ 炭水化物32.7ｇ

食塩相当量3.3ｇ

6/27

（木）

○デミグラスソースハンバーグ
○白飯

○豆腐のしんじょ煮

○チンゲン菜のそぼろ炒め

○ママレードサラダ

アレルギー表示

小麦、乳、卵、オレンジ、牛肉、ごま、さけ、大豆、

鶏肉、バナナ、豚肉、やまいも、りんご、ゼラチン
エネルギー・栄養価

熱量498Ｋｃａｌ

たんぱく質16.3ｇ

脂質14.7ｇ 炭水化物76.6ｇ

食塩相当量2.9ｇ

○アジの醤油麹焼
○肉団子の甘酢あん○豆乳クリーム煮

○ごぼうと大豆のゴママヨサラダ

○タアサイと油揚げの煮びたし

○ホイップコーヒーゼリー

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370Ｋｃａｌ

たんぱく質24.3ｇ

脂質16.2ｇ 炭水化物36.4ｇ

食塩相当量2.8ｇ

6/28

（金）

○サワラの西京焼
○あごだし炊き込みご飯

○塩麹じゃが煮

○春雨のツナマヨサラダ

○小松菜の中華炒め

アレルギー表示

小麦、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496Ｋｃａｌ

たんぱく質22.0ｇ

脂質13.1ｇ 炭水化物70.6ｇ

食塩相当量3.4ｇ

○鶏の唐揚
○サゴシの甘辛生姜煮○冬瓜とベーコンの洋風煮

○ほうれん草と人参の中華ドレ和え

○大根とこんにゃくのにんにく味噌煮

○人参のしりしり

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420Ｋｃａｌ

たんぱく質21.6ｇ

脂質27.4ｇ 炭水化物20.9ｇ

食塩相当量2.7ｇ

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

6/24（月）～ 6/28（金）


