
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

8/26

（月）

○牛肉の生姜炒め
○白身フライと大葉風味の真アジフライ

○鶏肉のデミグラス煮 ○揚げじゃがの味噌煮

○ほうれん草とコーンのバタ－炒め ○麻婆春雨

○ひじき煮 ○もやしとニラの土佐煮

アレルギー表示

小麦、乳、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488Ｋｃａｌ たんぱく質21.2ｇ

脂質25.5ｇ 炭水化物48.1ｇ 食塩相当量4.3ｇ

8/27

（火）

○豚肉と野菜のごましゃぶ風
○サバの塩焼    ○鶏ごぼう煮

○南瓜のナムル ○スパゲティサラダ

○なすと小粒がんもの煮びたし

○小松菜の中華炒め ○モロヘイヤのごま酢和え

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

エネルギー・栄養価

熱量516Ｋｃａｌ たんぱく質18.6ｇ

脂質33.8ｇ 炭水化物36.0ｇ 食塩相当量4.6ｇ

8/28

（水）

○鶏肉のバターナッツ炒め
○いわしつみれ煮

○カレー肉じゃが ○玉子とわかめの塩だれ和え

○蓮根のゴママヨサラダ ○厚揚げの肉味噌かけ

○めかぶといんげんのピリ辛和え ○金時豆

アレルギー表示

小麦、乳、卵、いか、カシューナッツ、牛肉、ごま、

大豆、鶏肉、豚肉、りんご

エネルギー・栄養価

熱量486Ｋｃａｌ たんぱく質23.9ｇ

脂質26.8ｇ 炭水化物41.4ｇ 食塩相当量4.1ｇ

8/29

（木）

○サバのうま塩玉葱あん
○ロールキャベツ煮

○肉ごぼう ○ピーマンの味噌炒め

○中華セロリ ○そら豆とベーコンのソテー

○カリフラワーの甘酢炒め ○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521Ｋｃａｌ たんぱく質20.9ｇ

脂質34.6ｇ 炭水化物38.8ｇ 食塩相当量3.1ｇ

8/30

（金）

○ニラ豚
○カレイの天ぷら ○鶏肉の塩レモン炒め

○ゴーヤのごま和え ○じゃが芋のたらこ煮

○春雨と野菜のマヨサラダ

○大根と昆布の煮物 ○細切高野豆腐の煮物

アレルギー表示

小麦、卵、ごま、さば、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21.7ｇ

脂質28.2ｇ 炭水化物39.0ｇ 食塩相当量4.1ｇ

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

8/26（月）～ 8/30（金）

８月３１日は野菜の日。生活習慣病全体の

予防や対策に関わるとして野菜摂取目標量

は１日３５０ｇがよいといわれていますが、調

査では２７６ｇと下回っており野菜不足は深

刻な状況です。その主な原因として調理の

手間、好き嫌い、値段の高さがあげられてい

ます。また、サラダにドレッシングを沢山かけ

たり塩分を利かせた漬けものとして食べるの

は逆効果になります。



お 弁 当 コース お か ず コース

8/26

（月）

○酢鶏
○青菜ご飯

○帆立と大根と昆布の煮物

○冬瓜とベーコンの洋風煮

○ひじき煮

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536Ｋｃａｌ

たんぱく質16.6ｇ

脂質17.0ｇ 炭水化物77.0ｇ

食塩相当量3.2ｇ

○ヒレカツ
○サバの西京焼

○南関揚げと根菜の煮物

○チーズ入マカロニサラダ

○なすの甘酢炒め○もやしとニラの土佐煮

アレルギー表示

小麦、乳、卵、オレンジ、牛肉、

ごま、さば、大豆、豚肉、りんご
エネルギー・栄養価

熱量442Ｋｃａｌ

たんぱく質17.7ｇ

脂質25.6ｇ 炭水化物35.8ｇ

食塩相当量3.1ｇ

8/27

（火）

○アジの醤油麹焼
○白飯（梅干入）

○豚肉のお好み炒め

○なすと小粒がんもの煮びたし

○ほうれん草のごま和え

アレルギー表示

小麦、卵、ごま、さば、大豆、

豚肉、りんご
エネルギー・栄養価

熱量481Ｋｃａｌ

たんぱく質22.6ｇ

脂質12.1ｇ 炭水化物68.6ｇ

食塩相当量3.1ｇ

○ビーフシチュー   
○白身フライのタルタルソース

○鶏ごぼう煮

○カリフラワーの玉子サラダ

○タアサイの中華炒め○ひじき煮

アレルギー表示

小麦、乳、卵、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379Ｋｃａｌ

たんぱく質16.0ｇ

脂質19.6ｇ 炭水化物37.3ｇ

食塩相当量3.8ｇ

8/28

（水）

○デミグラスソースハンバーグ
○白飯

○焼鮭

○蓮根のゴママヨサラダ

○キャベツの甘酢和え

アレルギー表示

小麦、乳、卵、牛肉、ごま、さけ、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522Ｋｃａｌ

たんぱく質17.6ｇ

脂質15.7ｇ 炭水化物73.3ｇ

食塩相当量2.3ｇ

○サワラのオニオンソースかけ
○カレー肉じゃが

○鶏肉のおろしポン酢

○玉葱とコーンのバター炒め

○味噌こんにゃく○セロリのレモンサラダ

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442ｋｃａｌ

たんぱく質22.1ｇ

脂質25.6ｇ 炭水化物35.4ｇ

食塩相当量3.1ｇ

8/29

（木）

○タラの塩焼
○小豆ご飯

○キャベツメンチカツ

○カリフラワーの甘酢炒め

○ポテたまサラダ

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497Ｋｃａｌ

たんぱく質23.0ｇ

脂質10.5ｇ 炭水化物76.4ｇ

食塩相当量2.4ｇ

○おろし豆腐ハンバーグ
○サゴシの塩麹焼○根菜の地鶏だし煮

○おからと胡瓜のマヨサラダ

○ピーマンの味噌炒め

○レッドキャベツのごま和え

アレルギー表示

小麦、乳、卵、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430Ｋｃａｌ

たんぱく質19.4ｇ

脂質25.2ｇ 炭水化物32.5ｇ

食塩相当量3.2ｇ

8/30

（金）

○豚肉と野菜の味噌炒め
○白飯

○いわしつみれ煮

○蓮根の梅マヨサラダ

○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、大豆、鶏肉、豚肉
エネルギー・栄養価

熱量515Ｋｃａｌ

たんぱく質15.0ｇ

脂質15.3ｇ 炭水化物78.4ｇ

食塩相当量2.6ｇ

○アジの照焼
○甘酢鶏団子

○春雨の中華炒め

○胡瓜入マカロニサラダ

○じゃが芋のたらこ煮○金時豆

アレルギー表示

小麦、乳、卵、カニ、ごま、

大豆、鶏肉、豚肉
エネルギー・栄養価

熱量423Ｋｃａｌ

たんぱく質23.2ｇ

脂質16.5ｇ 炭水化物45.7ｇ

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

8/26（月）～ 8/30（金）


