
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

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 
 

7/13 

（月） 

○鶏肉の柚子胡椒マヨ焼 

○ホタテ風味コロッケのオーロラソース 

○洋風肉じゃが ○レッドキャベツのごま和え  

○ほうれん草の炒り玉子炒め○くわいとベーコンの炒め物 

○からし菜のお浸し ○味噌こんにゃく 

 

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496Ｋｃａｌ たんぱく質18.6ｇ  

脂質29.6ｇ 炭水化物39.0ｇ 食塩相当量4.2ｇ 
 

7/14 

（火） 

 

○豚肉のうま塩炒め 
○蓮根とちくわの甘辛煮と茹玉子 

○大根と豚肉の塩麹煮 ○からし菜のツナ炒め 

○小松菜とゆば筍の煮物 ○春雨と野菜のマヨサラダ 

○揚さつま芋のママレード和え○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・えび・オレンジ・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514Ｋｃａｌ たんぱく質17.3ｇ  

脂質28.1ｇ 炭水化物54.8ｇ 食塩相当量3.9ｇ 
 

7/15 

（水） 

○サバのトマトソース 
○野菜の中華炒め ○冬瓜とベーコンの洋風煮  

○ごぼうとこんにゃくの田舎金平  

○タアサイと揚げの煮びたし○蓮根と人参のごま甘酢和え 

○ゴーヤチャンプルー風 ○ポテトサラダ 

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・ゼラチン 

エネルギー・栄養価 

熱量537Ｋｃａｌ たんぱく質18.1ｇ  

脂質37.7ｇ 炭水化物31.6ｇ 食塩相当量3.3ｇ 
 

 

7/16 

（木） 

○牛肉の生姜炒め 
○サンマの甘酢煮 

○里芋のたらこ煮 ○春雨の中華炒め 

○蓮根のゴママヨサラダ ○切干大根と昆布の柚香漬 

○なすのだしカレー煮 ○小粒がんもと白菜の煮物 

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・ゼラチン 

エネルギー・栄養価 

熱量484Ｋｃａｌ たんぱく質18.8ｇ  

脂質23.5ｇ 炭水化物53.3ｇ 食塩相当量4.2ｇ 
 

 

7/17 

（金） 

○揚げ鶏とじゃが芋のチリマヨ和え 
○からし菜とあさりの炒め煮○高野豆腐と大根のだし煮 

○カリフラワーの甘酢炒め ○ピーマン昆布 

○キャベツとひじきのゆかり和え 

○チンゲン菜のオイスター炒め ○春菊と海苔のお浸し 

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 

 

エネルギー・栄養価 

熱量547Ｋｃａｌ たんぱく質21.2ｇ  

脂質32.5ｇ 炭水化物45.0ｇ 食塩相当量4.3ｇ 
 

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 

7/13（月）～ 7/17（金） 

６０代以上が読者と思われるフリーペーパ

ーのアンケートで「趣味有り」と答えた方が

９５％だそうで、思っていた以上の数字で

いささか驚きました。内容は旅行や読書、

映画、食べ歩き等で仕事や子育てが忙し

かった当時にはなかなかできなかったこと

ですね。定年になったらやる事がないとい

われていたのは昔のことで、皆さんそれぞ

れに第２の青春を謳歌されているようで

す。 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

お 弁 当 コース 
 

お か ず コース 

 

7/13 

（月） 

 

○牛肉とごぼうのしぐれ煮 
○白飯 

○白身フライ 
○切干大根とひじきの酢の物 

○味噌こんにゃく 

 

アレルギー表示 

小麦・牛肉・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15.3ｇ  

脂質9.7ｇ 炭水化物83.7ｇ 

食塩相当量2.4ｇ 

○白身魚のオニオンソース 
○鶏じゃが 

○厚揚げとなすの生姜ごま醤油 

○大根と人参のマヨサラダ 

○くわいとベーコンの炒め物○うぐいす豆 

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365Ｋｃａｌ  

たんぱく質16.8ｇ 

脂質17.7ｇ 炭水化物36.5ｇ  

食塩相当量2.9ｇ 

7/14 

（火） 

○サワラの煮付 
○梅蓮根ひじきご飯 

○塩麹じゃが煮 

○春雨と野菜のマヨサラダ 

○高菜もやし 

アレルギー表示 

小麦・卵・ごま・さば・大豆・鶏肉・

りんご・ゼラチン・魚醤（魚介類） 
エネルギー・栄養価 

熱量501Ｋｃａｌ 

たんぱく質22.6ｇ 

脂質14.2ｇ 炭水化物67.7ｇ 

食塩相当量2.2ｇ 

○揚げ鶏の甘辛和え 
○サゴシの塩麹焼 

○大根の黒ごま煮 

○からし菜のツナ炒め 

○細切昆布の味噌煮○オレンジサラダ 

アレルギー表示 

小麦・卵・オレンジ・ごま・さば・

大豆・鶏肉 
エネルギー・栄養価 

熱量448ｋｃａｌ  

たんぱく質21.3ｇ 

脂質25.0ｇ 炭水化物34.6ｇ 

食塩相当量3.7ｇ 

7/15 

（水） 

○豚肉のお好み炒め
○白飯 

○焼鮭のタルタルソース 

○蓮根と人参のごま甘酢和え 

○ほうれん草とコーンのバター炒め 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・卵・えび・牛肉・ごま・ 

さけ・さば・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン 
エネルギー・栄養価 

熱量517Ｋｃａｌ 

たんぱく質15.2ｇ  

脂質18.8ｇ 炭水化物70.2ｇ 

食塩相当量2.4ｇ 

 

○牛肉の焼肉風炒めと野菜の塩胡椒炒め 
○サバの野菜甘酢あん 

○里芋のうま煮 ○ポテトサラダ 

○蓮根の梅肉和え 

○高野豆腐のクリーム煮 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・卵・牛肉・ごま・

さば・大豆・鶏肉・りんご 
エネルギー・栄養価 

熱量393ｋｃａｌ  

たんぱく質15.3ｇ 

脂質20.9ｇ 炭水化物38.4ｇ 

食塩相当量3.9ｇ 

7/16 

（木） 

 

○アジのしょうゆ麹焼 
○小豆ご飯 
○豚肉とじゃが芋の黒糖煮 

○なすのだしカレー煮 

○こんにゃくと玉葱の酢味噌和え 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・卵・牛肉・さば・ 

大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン 
エネルギー・栄養価 

熱量462Ｋｃａｌ 

たんぱく質22.7ｇ  

脂質8.4ｇ 炭水化物73.2ｇ 

食塩相当量1.9ｇ 

 

○豚肉の生姜焼と塩焼そば 
○きびなごの天ぷら 

○筑前煮○切干大根と昆布の柚香漬 

○チンゲン菜のオイスター炒め 

○中華くらげの和え物 

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・ゼラチン 
エネルギー・栄養価 

熱量406Ｋｃａｌ 

たんぱく質15.3ｇ 

脂質21.2ｇ 炭水化物41.6ｇ  

食塩相当量3.4ｇ 

7/17 

（金） 

 

○根菜の地鶏だし煮 
○白飯 

○お魚バーグ煮 

○おからと胡瓜のマヨサラダ 

○春菊と海苔のお浸し 

 

アレルギー表示 

小麦・卵・いか・さば・大豆・ 

鶏肉・りんご・ゼラチン 
エネルギー・栄養価 

熱量491Ｋｃａｌ 

たんぱく質17.9ｇ  

脂質13.2ｇ 炭水化物73.1ｇ 

食塩相当量2.3ｇ 

 

○ミックスフライのオーロラソース 
○鶏肉のごま味噌焼 

○じゃが芋のそぼろ煮 

○蓮根のゴママヨサラダ 

○なすのだしカレー煮○ピーマン昆布 

 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・卵・えび・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411Ｋｃａｌ 

たんぱく質16.2ｇ 

脂質22.5ｇ 炭水化物38.8ｇ  

食塩相当量2.5ｇ 

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 

7/13（月）～ 7/17（金） 


