
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

5/18

（月）

○タンドリーチキン
○メアジの天ぷら    ○里芋のクリーム煮

○ブロッコリーのチーマヨ炒め

○チョレギサラダ ○ひじきとごぼうの金平

○なすの青じそ炒め ○もやしとピーマンのマリネ

アレルギー表示

小麦・乳成分・卵・かに・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22.5ｇ

脂質29.7ｇ 炭水化物38.4ｇ 食塩相当量3.9ｇ

5/19

（火）

○酢豚
○キャベツとさつま揚のごま油炒めと葱入玉子焼

○じゃが芋の甘辛煮 ○ふきの味噌和え

○切干大根と昆布の柚香漬○厚揚げとなすの生姜ごま醤油

○小松菜のお浸し ○ピーマンともやしのソース炒め

アレルギー表示

小麦・卵・ごま・大豆・豚肉・りんご

エネルギー・栄養価

熱量470Ｋｃａｌ たんぱく質18.7ｇ

脂質19.4ｇ 炭水化物58.1ｇ 食塩相当量4.9ｇ

5/20

（水）

○メバルの南蛮あん
○ハンバーグ ○高野豆腐のうま煮

○ひじき煮 ○大根と人参のマヨサラダ

○人参の味噌炒め

○小松菜のごま和え ○玉葱とコーンのバター炒め

アレルギー表示

小麦・乳成分・卵・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・

りんご

エネルギー・栄養価

熱量544Ｋｃａｌ たんぱく質25.3ｇ

脂質27.5ｇ 炭水化物51.7ｇ 食塩相当量4.0ｇ

5/21

（木）

○ビーフシチュー
○サバの野菜甘酢あん   

○さつま芋と鶏肉の甘辛煮 ○麻婆大根

○キャベツとお魚ソーセージのサラダ ○タアサイと油揚げの煮びたし

○里芋の白和え ○そら豆とベーコンのソテー

アレルギー表示

小麦・乳成分・卵・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491Ｋｃａｌ たんぱく質19.2ｇ

脂質27.1ｇ 炭水化物47.5ｇ 食塩相当量4.4ｇ

5/22

（金）

○おろし豆腐ハンバーグ
○サゴシの西京焼 ○冬瓜のオイスター煮

○切干大根煮 ○わらびのお浸し

○リンゴと胡瓜のマヨサラダ

○ごぼうとこんにゃくの田舎きんぴら○ゴーヤのツナ炒め

アレルギー表示

小麦・乳成分・卵・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469Ｋｃａｌ たんぱく質20.2ｇ

脂質24.9ｇ 炭水化物41.0ｇ 食塩相当量3.9ｇ

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

5/18（月）～ 5/22（金）

一昔前までは彼女に作ってもらいたい料

理ＮＯ１は「肉じゃが」でしたが、時代の流

れでしょうか最近ではカレーライス、オム

ライス、ハンバーグ、グラタン、唐揚など

がトップテン入りしています。これに反し

てがっかりするのがサラダやおしゃれすぎ

な料理、ヘルシーな料理だそうです。この

ランキング上位は子どもの好きな料理と

同じような・・・と思うのはわたしだけでし

ょうか。



お 弁 当 コース お か ず コース

5/18

（月）

○牛肉ときのこの中華炒め
○白飯

○イカすり身の天ぷら

○カリフラワーと小海老の中華炒め

○もやしとピーマンのマリネ

アレルギー表示

小麦・乳成分・卵・えび・かに・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532Ｋｃａｌ

たんぱく質15.1ｇ

脂質14.5ｇ 炭水化物84.1ｇ

食塩相当量2.9ｇ

○天ぷら４種盛合せ 抹茶塩付
○肉豆腐

○ブロッコリーのチーマヨ炒め

○豆乳クリーム煮○ほうれん草のごま和え

○ラーパーツァイ風

アレルギー表示

小麦・乳成分・卵・えび・ごま・

さば・大豆・鶏肉・豚肉
エネルギー・栄養価

熱量399Ｋｃａｌ

たんぱく質21.6ｇ

脂質22.6ｇ 炭水化物30.5ｇ

食塩相当量3.6ｇ

5/19

（火）

○サバのゆうあん焼
○青菜ご飯

○里芋と鶏肉の塩麹煮と玉子焼

○ふきの味噌和え

○しらたきの真砂煮

アレルギー表示

小麦・卵・ごま・さば・大豆・

鶏肉
エネルギー・栄養価

熱量482Ｋｃａｌ

たんぱく質16.5ｇ

脂質14.9ｇ 炭水化物71.1ｇ

食塩相当量2.8ｇ

○鶏肉のオニオンソース
○サゴシの西京焼

○厚揚げのコチジャン煮

○ごぼうと大豆のゴママヨサラダ

○人参のしりしり○小松菜のお浸し

アレルギー表示

小麦・乳成分・卵・オレンジ・

牛肉・ごま・大豆・鶏肉・りんご
エネルギー・栄養価

熱量372ｋｃａｌ

たんぱく質22.0ｇ

脂質19.6ｇ 炭水化物24.7ｇ

食塩相当量3.0ｇ

5/20

（水）

○豚肉の生姜焼
○白飯

○ちくわとじゃが芋の甘辛煮

○グリーンキューブのケチャップ炒め

○大根と人参のマヨサラダ

アレルギー表示

小麦・卵・大豆・鶏肉・豚肉・

りんご
エネルギー・栄養価

熱量531Ｋｃａｌ

たんぱく質14.0ｇ

脂質18.0ｇ 炭水化物77.8ｇ

食塩相当量2.2ｇ

○牛しぐれ煮の玉子あん
○白身フライ

○小粒がんもと鶏肉の煮物

○切干大根と昆布の柚香漬

○ひじき煮 ○金時豆

アレルギー表示

小麦・乳成分・卵・牛肉・さば・

大豆・鶏肉・豚肉・りんご
エネルギー・栄養価

熱量369ｋｃａｌ

たんぱく質18.8ｇ

脂質14.8ｇ 炭水化物44.3ｇ

食塩相当量3.0ｇ

5/21

（木）

○サワラの柚子胡椒マヨ焼
○鶏そぼろご飯

○根菜の地鶏だし煮

○ほうれん草のからし醤油和え

○そら豆とベーコンのソテー

アレルギー表示

小麦・乳成分・卵・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516Ｋｃａｌ

たんぱく質26.0ｇ

脂質14.3ｇ 炭水化物68.2ｇ

食塩相当量3.2ｇ

○豚肉と野菜のカレー炒め
○もやしとさつま揚のごま油炒め

○麻婆大根○春雨と野菜のマヨサラダ

○グリーンキューブのケチャップ炒め

○シュガーポテト

アレルギー表示

小麦・乳成分・卵・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365Ｋｃａｌ

たんぱく質10.6ｇ

脂質21.9ｇ 炭水化物37.0ｇ

食塩相当量3.0ｇ

5/22

（金）

○照焼チキンスライス
○白飯

○白身魚の野菜甘酢あん

○チンゲン菜と小海老の塩炒め

○リンゴと胡瓜のマヨサラダ

アレルギー表示

小麦・乳成分・卵・えび・かに・

ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
エネルギー・栄養価

熱量462Ｋｃａｌ

たんぱく質19.1ｇ

脂質11.2ｇ 炭水化物69.7ｇ

食塩相当量2.6ｇ

○サワラの柚子胡椒マヨ焼
○鶏じゃが○水餃子の黒酢あん

○ピーマンとなすのガーリック炒め

○筍の甘辛そぼろ煮

○ゴーヤのツナ炒め

アレルギー表示

小麦・卵・大豆・鶏肉・豚肉・

りんご
エネルギー・栄養価

熱量367Ｋｃａｌ

たんぱく質20.4ｇ

脂質15.6ｇ 炭水化物37.0ｇ

食塩相当量2.6ｇ

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

5/18（月）～ 5/22（金）


