
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

8/19

（月）

○サワラの野菜甘酢あんかけ
○豚肉とじゃが芋の黒糖煮

○白麻婆豆腐 ○里芋のたらこ煮

○蓮根とベーコンの金平 ○からし菜のツナ炒め

○なすの味噌煮 ○切干大根と昆布の和え物

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553Ｋｃａｌ たんぱく質22.2ｇ

脂質28.9ｇ 炭水化物56.1ｇ 食塩相当量3.7ｇ

8/20

（火）

○鶏天 天つゆ付
○もやしとさつま揚のごま油炒めと玉子焼

○洋風肉じゃが ○大根の梅なめたけ和え

○小松菜とゆば筍の煮物 ○チーズ入スパゲティサラダ

○ピーマンとじゃこ炒め ○うぐいす豆

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486Ｋｃａｌ たんぱく質21.2ｇ

脂質26.4ｇ 炭水化物41.1ｇ 食塩相当量4.3ｇ

8/21

（水）

○デミグラスソースハンバーグ
○焼鮭のタルタルソースかけ

○大根と鶏肉の生姜白だし煮 ○なすのトマト煮

○エッグマカロニサラダ ○ごぼうとこんにゃくの田舎きんぴら

○蓮根と玉葱の酢味噌和え ○はりはり漬

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478Ｋｃａｌ たんぱく質20.2ｇ

脂質27.3ｇ 炭水化物38.2ｇ 食塩相当量4.2ｇ

8/22

（木）

○酢豚
○八宝菜

○冬瓜とベーコンの洋風煮 ○切干大根煮

○ポテトサラダ ○味噌こんにゃく

○からし菜のお浸し ○黒花豆の甘煮

アレルギー表示

小麦、乳、卵、カニ、いか、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535Ｋｃａｌ たんぱく質18.4ｇ

脂質28.8ｇ 炭水化物51.5ｇ 食塩相当量4.8ｇ

8/23

（金）

○アジの醤油麹焼
○キャベツメンチカツ

○揚げ鶏の甘辛和え ○中華くらげの和え物

○蓮根のツナ炒め ○カリフラワーのクリーム煮

○厚揚げのコチジャン煮 ○そら豆のサラダ

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527Ｋｃａｌ たんぱく質30.9ｇ

脂質25.8ｇ 炭水化物45.6ｇ 食塩相当量4.5ｇ

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

8/19（月）～ 8/23（金）

子供がお菓子を食べる頻度は日本では「ほ

ぼ毎日」で６５％。アメリカ 41％、中国３

２％と日本がダントツに多いのです。しかし、

アメリカや中国ではご飯替わりにお菓子を食

べさせることがあるそうですが、日本ではそ

れはほとんどありませんでした。最近はカル

シウム強化や小麦胚芽入りクッキー、ビタミ

ンＣ入りグミなどお菓子といえども栄養価の

高いものもあるようです。



お 弁 当 コース お か ず コース

8/19

（月）

○豚肉と野菜のごましゃぶ風
○白飯

○鶏じゃが

○オレンジサラダ

○切干大根と昆布の和え物

アレルギー表示

小麦、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546Ｋｃａｌ

たんぱく質14.0ｇ

脂質20.9ｇ 炭水化物75.4ｇ

食塩相当量2.4ｇ

○牛肉とごぼうのしぐれ煮
○小判がんも煮と炊合せ

○トマトソースオムレツ

○春雨と野菜のマヨサラダ○白麻婆豆腐

○わかめと玉葱のたらこ和え

アレルギー表示

小麦、乳、卵、カニ、牛肉、ごま、さけ、

大豆、鶏肉、豚肉、りんご、ゼラチン
エネルギー・栄養価

熱量367Ｋｃａｌ

たんぱく質12.5ｇ

脂質18.4ｇ 炭水化物43.5ｇ

食塩相当量2.8ｇ

8/20

（火）

○照焼チキン
○白飯

○イカすり身天のオーロラソース

○大根の梅なめたけ和え

○パンプキンサラダ

アレルギー表示

小麦、乳、卵、いか、ごま、さけ、さば、

大豆、鶏肉、りんご、ゼラチン
エネルギー・栄養価

熱量512Ｋｃａｌ

たんぱく質18.5ｇ

脂質13.9ｇ 炭水化物75.1ｇ

食塩相当量2.9ｇ

○アジの梅しそフライ   ソース付
○鶏肉のオニオンソテー

○厚揚げの五目煮

○蓮根と玉葱の酢味噌和え

○冬瓜のツナ煮 ○うぐいす豆

アレルギー表示

小麦、ごま、大豆、鶏肉、

もも、りんご
エネルギー・栄養価

熱量377Ｋｃａｌ

たんぱく質17.9ｇ

脂質17.6ｇ 炭水化物37.6ｇ

食塩相当量3.3ｇ

8/21

（水）

○サワラのゆうあん焼
○うめ蓮根ご飯

○ちくわとじゃが芋のカレーマヨ炒め

○エッグマカロニサラダ

○味噌こんにゃく

アレルギー表示

小麦、乳、卵、大豆、鶏肉

エネルギー・栄養価

熱量506Ｋｃａｌ

たんぱく質22.0ｇ

脂質14.6ｇ 炭水化物70.2ｇ

食塩相当量3.3ｇ

○豚肉のさっぱり炒め
○白身魚のチリソース○じゃが芋の甘辛煮

○蓮根のゴママヨサラダ

○ごぼうとこんにゃくの田舎きんぴら

○なめたけ豆腐

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410ｋｃａｌ

たんぱく質13.6ｇ

脂質20.6ｇ 炭水化物51.7ｇ

食塩相当量3.0ｇ

8/22

（木）

○牛肉の生姜炒め
○白飯

○サバの西京焼

○麻婆春雨

○ポテトサラダ

アレルギー表示

小麦、乳、卵、オレンジ、牛肉、

ごま、さば、大豆、鶏肉、豚肉
エネルギー・栄養価

熱量534Ｋｃａｌ

たんぱく質19.2ｇ

脂質17.7ｇ 炭水化物73.5ｇ

食塩相当量2.3ｇ

○白身魚のタルタルソース
○鶏肉としめじのバター醤油

○冬瓜とベーコンの洋風煮

○里芋といんげんのゆず味噌和え

○なす煮 ○中華セロリ

アレルギー表示

小麦、乳、卵、牛肉、ごま、さけ、さば、

大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン
エネルギー・栄養価

熱量432Ｋｃａｌ

たんぱく質16.6ｇ

脂質26.4ｇ 炭水化物31.9ｇ

食塩相当量2.7ｇ

8/23

（金）

○カレイの甘辛生姜煮
○五目混ぜご飯

○栗かぼちゃコロッケ

○蓮根の中華塩炒め

○そら豆のサラダ

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472Ｋｃａｌ

たんぱく質20.2ｇ

脂質10.8ｇ 炭水化物71.2ｇ

食塩相当量2.2ｇ

○鶏肉の柚子胡椒マヨ焼
○イカカツ○厚揚げのコチジャン煮

○小松菜とささみのうま塩ナムル

○ピーマンと人参のカレー炒め

○胡瓜の生姜味噌

アレルギー表示

小麦、乳、卵、いか、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410Ｋｃａｌ

たんぱく質17.3ｇ

脂質25.0ｇ 炭水化物27.4ｇ

食塩相当量2.9ｇ

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

8/19（月）～ 8/23（金）


