
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

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 
 

9/27 

（月） 

○天ぷら（海老・カレイ・野菜）天つゆ 
○鶏肉の山賊焼 

○かぶの柚子煮 ○切干大根煮 

○わかめと玉葱のたらこ和え ○ごぼうの甘辛煮 

○カリフラワーの玉子サラダ○レッドキャベツの甘酢和え 

 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・卵・えび・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・

豚肉・りんご・ゼラチン・魚醤（魚介類） 

エネルギー・栄養価 

熱量519Ｋｃａｌ たんぱく質21.3ｇ  

脂質23.4ｇ 炭水化物56.3ｇ 食塩相当量4.6ｇ 
 

9/28 

（火） 

 

○牛肉の黒胡椒炒め 
○サバの野菜甘酢あん 

○肉じゃが ○里芋の小海老煮  

○スパゲティサラダ ○なすと小粒がんもの煮びたし  

○切干大根とひじきの酢の物 ○タアサイの炒り玉子 

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 

エネルギー・栄養価 

熱量503Ｋｃａｌ たんぱく質20.0ｇ  

脂質26.5ｇ 炭水化物47.3ｇ 食塩相当量4.1ｇ 
 

9/29 

（水） 

○豚肉と野菜のごましゃぶ風 

○サゴシの塩麹焼     

○鶏肉の味噌バター煮 ○白菜としめじの中華炒め 

○蓮根と玉葱の酢味噌和え○チンゲン菜のそぼろ炒め 

○ベーコンとキャベツのケチャップ煮 ○はりはり漬 

 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・卵・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474Ｋｃａｌ たんぱく質22.3ｇ  

脂質31.0ｇ 炭水化物28.1ｇ 食塩相当量4.5ｇ 
 

9/30 

（木） 

○鶏肉の唐揚げ 

○里芋とさつま揚の煮物と玉子焼 

○高野豆腐と大根のだし煮 ○ピーマンの味噌炒め 

○胡瓜とコーンのツナマヨサラダ○南瓜のミートソース煮 

○ほうれん草の白和え ○こんにゃくと玉葱の明太風 

 

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 

エネルギー・栄養価 

熱量537Ｋｃａｌ たんぱく質24.3ｇ  

脂質32.6ｇ 炭水化物40.7ｇ 食塩相当量4.8ｇ 
 

10/1 

（金） 

○牛しぐれ煮の玉子あん 

○ミックスフライのナッツソース  

○塩麹じゃが煮 ○シューマイの白酢あん 

○蓮根とちくわの甘辛煮 ○大根のゆず甘酢煮 

○小松菜のお浸し ○金時豆 

 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・卵・えび・かに・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・アーモンド 

エネルギー・栄養価 

熱量491Ｋｃａｌ たんぱく質18.2ｇ  

脂質21.3ｇ 炭水化物57.5ｇ 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 

9/27（月）～ 10/1（金） 

昔から貧乏ゆすりは行儀が悪いとか、人

を不快にさせるなどいわれてきましたが、

海外では変形性膝関節症の治療として

注目されています。ふくらはぎの筋肉も

動くので血流の改善やエコノミークラス症

候群の予防になるともいわれています。

また、幸せホルモンといわれるセロトニン

の脳内分泌が増えるということも分かっ

てきました。貧乏ゆすりに対する認識がか

わりそうですね。 

もっとメニューを見たい方はココをスキャンしてください。



 
 

 

 

 
 

 

 

 

お 弁 当 コース 
 

お か ず コース 

 

9/27 

（月） 

 

○赤魚の野菜甘酢あん 

○白飯 

○鶏じゃが 

○なすの炒め煮 

○わかめと玉葱のたらこ和え 

 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・さけ・大豆・ 

鶏肉・ゼラチン 
エネルギー・栄養価 

熱量536Ｋｃａｌ 

たんぱく質19.5ｇ  

脂質15.1ｇ 炭水化物77.7ｇ 

食塩相当量2.1ｇ 

○チキンソテーのミートソース 
○エビカツのタルタルソース 

○里芋のごま味噌煮 

○小松菜のお浸し 

○切干大根煮 ○ポテトサラダ 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・卵・えび・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375Ｋｃａｌ  

たんぱく質16.5ｇ 

脂質21.8ｇ 炭水化物31.7ｇ  

食塩相当量3.1ｇ 

9/28 

（火） 

○牛肉とごぼうの味噌煮 

○白飯 

○大葉風味の真アジフライ 

○リンゴと胡瓜のマヨサラダ 

○切干大根とひじきの酢の物 

アレルギー表示 

小麦・卵・牛肉・ごま・大豆・ 

りんご 
エネルギー・栄養価 

熱量479Ｋｃａｌ 

たんぱく質15.2ｇ 

脂質10.5ｇ 炭水化物79.4ｇ 

食塩相当量1.9ｇ 

○サバの塩焼 
○豆乳クリーム煮 ○麻婆豆腐 

○大根の青のり酢味噌和え 

○なすと小粒がんもの煮びたし

○チンゲン菜のオイスター炒め 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・牛肉・ごま・ 

さば・大豆・鶏肉・豚肉 
エネルギー・栄養価 

熱量387Ｋｃａｌ  

たんぱく質17.8ｇ 

脂質24.8ｇ 炭水化物25.3ｇ 

食塩相当量3.0ｇ 

9/29 

（水） 

○鶏肉と根菜の味噌バター煮 
○生姜おかかご飯 

○お魚バーグ煮 

○ごぼうの甘辛煮 

○キャベツの甘酢和え 

 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・卵・いか・ 

オレンジ・ごま・さば・大豆・鶏肉 
エネルギー・栄養価 

熱量530Ｋｃａｌ 

たんぱく質18.7ｇ  

脂質15.3ｇ 炭水化物77.0ｇ 

食塩相当量2.5ｇ 

○豚肉の和風カレー炒めとじゃがバター 
○カレイの唐揚 

○大根の黒ごま煮○人参のしりしり 

○チンゲン菜と小海老の塩炒め

○蓮根と玉葱の酢味噌和え 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・卵・えび・かに・ごま・ 

大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんご 
エネルギー・栄養価 

熱量448Ｋｃａｌ  

たんぱく質16.3ｇ 

脂質25.4ｇ 炭水化物37.6ｇ  

食塩相当量3.6ｇ 

9/30 

（木） 

○豚肉と野菜のごましゃぶ風 

○白飯 
○里芋とさつま揚の煮物 

○かぶのそぼろ煮 

○春菊と海苔のお浸し 

 

アレルギー表示 

小麦・卵・牛肉・ごま・さば・ 

大豆・豚肉 
エネルギー・栄養価 

熱量545Ｋｃａｌ 

たんぱく質13.9ｇ  

脂質21.5ｇ 炭水化物73.3ｇ 

食塩相当量2.6ｇ 

○タラの煮付 
○キャベツメンチカツのオーロラソース 

○じゃが芋とちくわのごま味噌煮 

○胡瓜とコーンのツナマヨサラダ 

○小松菜の煮物○しらたきの真砂煮 

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 
エネルギー・栄養価 

熱量361Ｋｃａｌ  

たんぱく質21.3ｇ 

脂質15.8ｇ 炭水化物33.3ｇ 

食塩相当量3.3ｇ 

10/1 

（金） 

○イカすり身の天ぷら 

○かしわご飯 

○塩麹じゃが煮と茹玉子 

○小松菜とささみのうま塩ナムル 

○大根の梅なめ茸和え 

 

アレルギー表示 

小麦・卵・いか・ごま・さば・ 

大豆・鶏肉 
エネルギー・栄養価 

熱量505Ｋｃａｌ 

たんぱく質18.4ｇ  

脂質14.6ｇ 炭水化物73.1ｇ 

食塩相当量3.8ｇ 

○牛肉とごぼうの味噌煮 
○プチ丸天煮と炊合せ 

○蓮根とちくわの甘辛煮 

○レッドキャベツの柑橘サラダ 

○玉子とわかめの塩だれ和え○もやしとニラの土佐煮 

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 
エネルギー・栄養価 

熱量362Ｋｃａｌ  

たんぱく質14.8ｇ 

脂質16.5ｇ 炭水化物41.0ｇ 

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 

 9/27（月）～ 10/1（金） 

弁当コースは佐賀県の「うまっ、ヘルシー」提供店に登録されました。 

但し、対象商品は「弁当コース」だけです。 


