
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

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 
 

7/6 

（月） 

○サワラのゆうあん焼 

○キャベツメンチカツ○じゃが芋と鶏肉のガリバタソテー

○胡瓜の生姜味噌 ○ほうれん草とじゃこの和え物  

○なすと厚揚げのシーザーサラダ 

○ピーマンのしりしり風 ○チーズ入パンプキンサラダ 

 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・卵・オレンジ・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514Ｋｃａｌ たんぱく質28.5ｇ  

脂質27.3ｇ 炭水化物37.5ｇ 食塩相当量3.5ｇ 
 

7/7 

（火） 

 

○ビーフシチュー 
○カレイの唐揚  

○里芋のうま煮 ○ごま大福  

○わかめと玉葱のたらこ和え ○水餃子の黒酢あん 

○ひじきサラダ ○小松菜の中華炒め 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・卵・かに・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18.8ｇ  

脂質20.4ｇ 炭水化物61.2ｇ 食塩相当量4.0ｇ 
 

7/8 

（水） 

○豚肉の生姜焼 
○イカすり身の天ぷら ○白麻婆豆腐  

○きのこのみぞれ和え  

○ごぼうの甘辛煮 ○小松菜のごま和え 

○グリーンキューブのケチャップ炒め ○こんにゃく南蛮 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・卵・かに・いか・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503Ｋｃａｌ たんぱく質18.1ｇ  

脂質28.0ｇ 炭水化物51.1ｇ 食塩相当量4.8ｇ 
 

 

7/9 

（木） 

○白酢鶏 
○キャベツとさつま揚のごま油炒めと葱入玉子焼  

○冬瓜のそぼろ煮 ○なす煮 

○大根と人参のマヨサラダ ○ゴーヤの味噌炒め 

○カリフラワーと小海老の中華炒め○もやしとニラの土佐煮 

アレルギー表示 

小麦・卵・えび・かに・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517Ｋｃａｌ たんぱく質19.0ｇ  

脂質29.9ｇ 炭水化物44.6ｇ 食塩相当量4.8ｇ 
 

 

7/10 

（金） 

○牛肉ときのこの中華炒め 
○白身魚の野菜甘酢あん ○揚げ鶏のナッツソース和え 

○蓮根とじゃが芋の塩麹金平 ○切干大根と胡瓜の酢の物 

○里芋のトマトソース煮 

○ひじき煮 ○京風カレー豆腐 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・卵・カシューナッツ・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505Ｋｃａｌ たんぱく質21.4ｇ  

脂質26.3ｇ 炭水化物50.8ｇ 食塩相当量4.0ｇ 
 

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 

7/6（月）～ 7/10（金） 

糖質制限、炭水化物ダイエットより厳しい

乳製品や卵も禁止する菜食主義の「ビー

ガンダイエット」は心臓病は減らしても出

血を伴う脳梗塞のような脳の病気は増え

ているという調査報告が出ました。徹底

した菜食主義のダイエットは蛋白質や脂

質が不足し血管を弱くしたと思われる結

果報告でした。ダイエットをする時は必要

な栄養素が取れているか確認してはじめ

ましょう。 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

お 弁 当 コース 
 

お か ず コース 

 

7/6 

（月） 

 

○赤魚の西京焼 
○白飯（梅干入） 

○キャベツメンチカツ 
○筑前煮 

○そら豆のサラダ 

 

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・豚肉 
エネルギー・栄養価 

熱量517Ｋｃａｌ 

たんぱく質23.0ｇ  

脂質13.6ｇ 炭水化物73.7ｇ 

食塩相当量2.3ｇ 

○チキンカレー 
○大根とさつま揚の炒め煮 

○春雨の中華炒め 

○胡瓜の生姜味噌 

○明太豆腐○さつま芋とリンゴのマヨサラダ 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・卵・かに・オレンジ・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396Ｋｃａｌ  

たんぱく質13.7ｇ 

脂質22.3ｇ 炭水化物36.8ｇ  

食塩相当量3.9ｇ 

7/7 

（火） 

○牛肉の生姜炒め 
○白飯 

○サバの照焼 

○里芋のうま煮 

○ごま大福 

アレルギー表示 

小麦・牛肉・ごま・さば・大豆・

鶏肉 
エネルギー・栄養価 

熱量537Ｋｃａｌ 

たんぱく質17.8ｇ 

脂質14.2ｇ 炭水化物84.5ｇ 

食塩相当量1.8ｇ 

○アジのしょうゆ麹焼 
○じゃが芋と鶏肉のガリバタソテー 

○野菜コロッケ 

○揚げとキャベツのごま和え 

○小松菜の中華炒め○ごま大福 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・かに・牛肉・ 

ごま・大豆・鶏肉・豚肉 
エネルギー・栄養価 

熱量425ｋｃａｌ  

たんぱく質23.9ｇ 

脂質18.2ｇ 炭水化物40.4ｇ 

食塩相当量2.8ｇ 

7/8 

（水） 

○じゃが芋と鶏肉のガリバタソテー
○青菜ご飯 

○サゴシの西京焼 

○白麻婆豆腐 

○ゴーヤのツナ炒め 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・かに・オレンジ・ 

牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉 
エネルギー・栄養価 

熱量526Ｋｃａｌ 

たんぱく質22.5ｇ  

脂質17.2ｇ 炭水化物69.3ｇ 

食塩相当量2.4ｇ 

 

○豚肉と野菜のごましゃぶ風 
○根菜の地鶏だし煮 

○冬瓜のツナ煮○エッグマカロニサラダ 

○ほうれん草のからし醤油和え 

○グリーンキューブのケチャップ炒め 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・卵・牛肉・ごま・

大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン 
エネルギー・栄養価 

熱量366ｋｃａｌ  

たんぱく質13.5ｇ 

脂質23.3ｇ 炭水化物28.5ｇ 

食塩相当量3.5ｇ 

7/9 

（木） 

 

○豚肉と野菜のごましゃぶ風 
○白飯 
○お魚がんも煮 

○玉子とわかめの塩だれ和え 

○大根と人参のマヨサラダ 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・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539Ｋｃａｌ 

たんぱく質15.6ｇ  

脂質23.7ｇ 炭水化物64.9ｇ 

食塩相当量2.9ｇ 

 

○ブリの照焼 
○ハンバーグのブラウンソース 

○肉ごぼう ○なす煮 

○ひじき煮 

○キャベツの甘酢和え 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・牛肉・ごま・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378Ｋｃａｌ 

たんぱく質23.9ｇ 

脂質20.9ｇ 炭水化物30.8ｇ  

食塩相当量2.3ｇ 

7/10 

（金） 

 

○カレイの野菜甘酢あん 
○鶏そぼろご飯 

○大根と鶏肉の生姜白だし煮 

○胡瓜の生姜味噌 

○京風カレー豆腐 

 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・オレンジ・牛肉・ 

さば・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン 
エネルギー・栄養価 

熱量547Ｋｃａｌ 

たんぱく質24.5ｇ  

脂質17.9ｇ 炭水化物69.8ｇ 

食塩相当量3.5ｇ 

 

○牛肉と野菜の味噌煮 
○カレイの磯辺揚げ 

○厚揚げの五目煮○そら豆のサラダ 

○里芋のトマトソース煮 

○こんにゃく南蛮 

 

アレルギー表示 

小麦・卵・牛肉・ごま・さば・ 

大豆・鶏肉 
エネルギー・栄養価 

熱量383Ｋｃａｌ 

たんぱく質17.6ｇ 

脂質17.1ｇ 炭水化物42.6ｇ  

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 

7/6（月）～ 7/10（金） 


