
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

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 
 

11/22 

（月） 

○牛肉のクリーム煮 
○白身フライ 

○揚げ鶏のチリソース和え ○白麻婆豆腐 

○小松菜とゆば筍の煮物 ○ポテトサラダ 

○大根の黒ごま煮 ○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・かに・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・ 

バナナ・豚肉・りんご・魚醤（魚介類） 

エネルギー・栄養価 

熱量497Ｋｃａｌ たんぱく質20.2ｇ  

脂質25.7ｇ 炭水化物47.5ｇ 食塩相当量4.4ｇ 
 

11/23 

（火） 

 

○サワラのタルタルソース 
○じゃが芋と豚肉の黒糖煮  

○大根と春菊の南関揚げ煮 ○抹茶白玉あずき 

○ほうれん草のからし酢味噌和え○里芋のトマトクリーム煮 

○なすの高菜炒め ○明太豆腐 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・卵・ごま・さば・大豆・豚肉・ 

魚醤（魚介類） 

エネルギー・栄養価 

熱量556Ｋｃａｌ たんぱく質22.2ｇ  

脂質31.0ｇ 炭水化物47.4ｇ 食塩相当量3.4ｇ 
 

11/24 

（水） 

○ポークチャップ 

○サゴシのバター醤油焼    

○厚揚げのコチジャン煮 ○かぶのそぼろ煮  

○じゃが芋とコーンの明太マヨサラダ○ピーマンと人参のカレー炒め 

○キャベツとあさりの酢味噌和え○胡瓜と木耳のごま和え 

 

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469Ｋｃａｌ たんぱく質21.4ｇ  

脂質24.4ｇ 炭水化物42.0ｇ 食塩相当量4.8ｇ 
 

11/25 

（木） 

○鶏肉のすき焼風煮と茹玉子 

○いわしつみれ煮  

○厚揚げの中華肉味噌 ○ピーマンのツナ炒め  

○胡瓜入マカロニサラダ ○ほうれん草のなめ茸和え 

○なすの甘酢炒め ○切干大根と昆布の和え物 

 

アレルギー表示 

小麦・卵・いか・牛肉・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉 

 

エネルギー・栄養価 

熱量440Ｋｃａｌ たんぱく質27.4ｇ  

脂質23.9ｇ 炭水化物32.5ｇ 食塩相当量4.5ｇ 
 

11/26 

（金） 

○牛肉とじゃが芋の甘辛煮 

○サバの揚げ煮      

○カリフラワーのクリーム煮 ○かぶの塩麹煮  

○わかめと春雨のおろし和え ○さつま芋の白和え 

○人参の味噌炒め ○高菜もやし 

 

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・

魚醤（魚介類） 

エネルギー・栄養価 

熱量486Ｋｃａｌ たんぱく質18.8ｇ  

脂質24.6ｇ 炭水化物49.6ｇ 食塩相当量4.4ｇ 
 

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 

11/22（月）～11/26（金） 

たんぱく質は私たちの筋肉や臓器、肌、

髪をつくる上で重要な栄養素です。１日

の推奨量として男性で６０ｇ、女性で５０

ｇといわれています。たんぱく質は豚ひれ

肉や鶏胸肉、牛もも肉に多く含まれます

が、高齢者にとって２００ｇ～３００ｇのお

肉を食べるのは大変です。たんぱく質は

納豆や卵・ヨーグルトにも含まれています

ので、色々な食材でとりましょう。 

 

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 

 

11/22 

（月） 

 

○牛肉のクリーム煮 

○白飯 

○白身フライ 

○蓮根の黒酢煮 

○ほうれん草の味噌マヨ和え 

 

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543Ｋｃａｌ 

たんぱく質17.8ｇ  

脂質13.3ｇ 炭水化物85.8ｇ 

食塩相当量2.9ｇ 

○天ぷら（鶏・野菜）天つゆ付 
○サゴシの甘辛生姜煮 

○南瓜のミートソース煮 

○もやしの梅サラダ○小松菜とゆば筍の煮物

○チーズおかか大根 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・卵・牛肉・大豆・

鶏肉・豚肉 
エネルギー・栄養価 

熱量412Ｋｃａｌ  

たんぱく質19.8ｇ 

脂質25.7ｇ 炭水化物31.3ｇ  

食塩相当量3.6ｇ 

11/23 

（火） 

○サゴシの塩麹焼 

○助六寿司 

○大根と春菊の南関揚げ煮 

○ごぼうと人参の黒ごまサラダ 

○抹茶白玉あずき 

アレルギー表示 

小麦・卵・ごま・さば・大豆・ 

りんご 
エネルギー・栄養価 

熱量486Ｋｃａｌ 

たんぱく質17.7ｇ 

脂質12.9ｇ 炭水化物73.9ｇ 

食塩相当量3.7ｇ 

○アジの唐揚げ 
○ごぼうと鶏肉のごま煮と玉子焼 

○高野豆腐の中華煮 

○ほうれん草のからし酢味噌和え 

○なすの甘酢炒め○抹茶白玉あずき 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・卵・かに・ごま・

さば・大豆・鶏肉・豚肉 
エネルギー・栄養価 

熱量413Ｋｃａｌ  

たんぱく質23.7ｇ 

脂質19.8ｇ 炭水化物36.1ｇ 

食塩相当量2.9ｇ 

11/24 

（水） 

○鶏じゃが 
○高菜ご飯 

○お魚がんも煮 

○キャベツとあさりの酢味噌和え 

○パンプキンサラダ 

 

アレルギー表示 

小麦・卵・牛肉・ごま・さば・大豆・

鶏肉・ゼラチン・魚醤（魚介類） 
エネルギー・栄養価 

熱量473Ｋｃａｌ 

たんぱく質16.9ｇ  

脂質12.1ｇ 炭水化物74.6ｇ 

食塩相当量3.2ｇ 

○豚肉と野菜の味噌炒め 
○海鮮焼そば ○じゃが高菜 

○大根と人参のマヨサラダ 

○キャベツとわかめの土佐生姜

○胡瓜と木耳のごま和え 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・卵・えび・かに・牛肉・ごま・

大豆・鶏肉・豚肉・りんご・魚醤（魚介類） 
エネルギー・栄養価 

熱量386Ｋｃａｌ  

たんぱく質12.5ｇ 

脂質21.1ｇ 炭水化物36.8ｇ  

食塩相当量3.9ｇ 

11/25 

（木） 

○豚肉と野菜の味噌炒め 

○白飯 
○のっぺ 

○なすの甘酢炒め 

○小松菜の中華炒め 

 

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・豚肉 
エネルギー・栄養価 

熱量505Ｋｃａｌ 

たんぱく質12.7ｇ  

脂質17.1ｇ 炭水化物73.0ｇ 

食塩相当量2.5ｇ 

○赤魚の照焼 
○キャベツメンチカツ 

○里芋の黒ごま味噌煮 

○胡瓜入マカロニサラダ 

○ごぼうの甘辛煮 ○金時豆 

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417Ｋｃａｌ  

たんぱく質20.2ｇ 

脂質18.1ｇ 炭水化物42.0ｇ 

食塩相当量2.7ｇ 

11/26 

（金） 

○サバの照焼 

○白飯 

○じゃが芋と豚肉の黒糖煮 

○かぶの塩麹煮 

○もやしの梅サラダ 

 

アレルギー表示 

小麦・卵・さば・大豆・鶏肉・ 

豚肉 
エネルギー・栄養価 

熱量537Ｋｃａｌ 

たんぱく質17.4ｇ  

脂質19.3ｇ 炭水化物70.9ｇ 

食塩相当量2.0ｇ 

○牛肉の生姜炒めと野菜の塩胡椒炒め 
○ホタテ風味コロッケのオーロラソース 

○カリフラワーのクリーム煮 

○蓮根と玉葱の酢味噌和え 

○揚げとキャベツのごま和え○人参のおかか和え 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・卵・牛肉・ごま・

大豆・豚肉・りんご 
エネルギー・栄養価 

熱量371Ｋｃａｌ  

たんぱく質16.3ｇ 

脂質18.1ｇ 炭水化物37.0ｇ 

食塩相当量3.6ｇ 

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 

11/22（月）～ 11/26（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。 


