
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

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 
 

11/29 

（月） 

○揚げ鶏の甘辛和え 
○お魚バーグ煮 

○洋風肉じゃが ○麻婆豆腐 

○なすの味噌煮 ○蓮根の黒酢煮 

○タアサイの炒り玉子 ○オレンジサラダ 

 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・卵・いか・オレンジ・牛肉・ごま・大豆・

鶏肉・豚肉 

エネルギー・栄養価 

熱量510Ｋｃａｌ たんぱく質20.2ｇ  

脂質27.2ｇ 炭水化物48.3ｇ 食塩相当量4.6ｇ 
 

11/30 

（火） 

 

○霧島黒豚メンチカツチーズカレー 
○サゴシの西京焼  

○筑前煮 ○切干大根と昆布の柚香漬 

○春雨と野菜のマヨサラダ ○里芋のたらこ煮 

○チンゲン菜のそぼろ炒め ○ブロッコリーのごま和え 

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・

バナナ・豚肉・りんご・ゼラチン 

エネルギー・栄養価 

熱量521Ｋｃａｌ たんぱく質18.5ｇ  

脂質28.6ｇ 炭水化物50.1ｇ 食塩相当量4.0ｇ 
 

12/1 

（水） 

○サワラのオニオンソース 

○カリフラワーと豚肉の柚子胡椒ポン酢と玉子焼   

○タットリタン ○チーズおかか大根 

○くわいのナッツサラダ○ベーコンとキャベツのケチャップ煮 

○ほうれん草の味噌マヨ和え○わかめとかりかり梅の和え物 

 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・卵・カシューナッツ・牛肉・ごま・大豆・

鶏肉・豚肉・りんご・アーモンド 

エネルギー・栄養価 

熱量539Ｋｃａｌ たんぱく質26.9ｇ  

脂質31.6ｇ 炭水化物37.6ｇ 食塩相当量4.4ｇ 
 

12/2 

（木） 

○牛しぐれ煮の玉子あん 

○カレイの唐揚げ ○南瓜のクリーム煮  

○シューマイの甘酢たれ ○小粒がんものおろし煮 

○ちくわと胡瓜の醤油マヨサラダ 

○蓮根のツナ和え ○小松菜の中華炒め 

 

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455Ｋｃａｌ たんぱく質20.9ｇ  

脂質21.6ｇ 炭水化物44.5ｇ 食塩相当量4.7ｇ 
 

12/3 

（金） 

○鶏肉のごま味噌焼 

○サバの煮付     

○じゃが芋の甘辛煮 ○大根煮の鶏そぼろあん 

○カリフラワーのベーコンマヨ炒め○さつま芋と南瓜のサラダ 

○ほうれん草とコーンのバター炒め ○ひじき煮 

 

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 

エネルギー・栄養価 

熱量484Ｋｃａｌ たんぱく質25.8ｇ  

脂質26.6ｇ 炭水化物34.5ｇ 食塩相当量4.2ｇ 
 

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 

11/29（月）～12/3（金） 

昭和生まれの私でさえも、銀色のトタン製

の湯たんぽを使用した記憶がほとんどな

いのですが、なぜか今、湯たんぽが人気

だとか。水を入れ直火にもかけられ、テン

トの中でも安全に暖をとれる湯たんぽ

は、コロナ禍で流行りだしたキャンプでと

ても重宝されているそうです。キャンプだ

けではなく、ご家庭でも使える小型の湯

たんぽは、かわいいカバーがついて冬の

人気のアイテムです。 

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 

 

11/29 

（月） 

 

○焼鮭のタルタルソース 

○五目混ぜご飯 

○洋風肉じゃが 

○生姜風味の切干大根 

○わかめと玉葱のたらこ和え 

 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・卵・牛肉・ごま・ 

さけ・大豆・豚肉・ゼラチン 
エネルギー・栄養価 

熱量500Ｋｃａｌ 

たんぱく質16.8ｇ  

脂質18.4ｇ 炭水化物64.9ｇ 

食塩相当量3.2ｇ 

○白身魚の黒酢あん 
○肉じゃがと茹玉子 

○春雨と小海老の塩だれ炒め 

○からし菜のお浸し○なすの味噌煮

○切干大根と昆布の柚香漬 

アレルギー表示 

小麦・卵・えび・ごま・大豆・ 

鶏肉・豚肉・ゼラチン 
エネルギー・栄養価 

熱量455Ｋｃａｌ  

たんぱく質19.3ｇ 

脂質23.9ｇ 炭水化物41.6ｇ  

食塩相当量3.5ｇ 

11/30 

（火） 

○牛しぐれ煮の玉子あん 

○白飯 

○カレイの磯辺揚げ 

○麻婆豆腐 

○春雨と野菜のマヨサラダ 

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521Ｋｃａｌ 

たんぱく質19.3ｇ 

脂質13.8ｇ 炭水化物79.1ｇ 

食塩相当量2.7ｇ 

○鶏肉の山賊焼 
○イカすり身の天ぷら 

○厚揚げの五目煮 

○チンゲン菜のそぼろ炒め  

○里芋のゆず煮○マカロニサラダ 

アレルギー表示 

小麦・卵・いか・牛肉・ごま・ 

大豆・鶏肉・豚肉 
エネルギー・栄養価 

熱量374Ｋｃａｌ  

たんぱく質17.1ｇ 

脂質20.4ｇ 炭水化物32.6ｇ 

食塩相当量3.3ｇ 

12/1 

（水） 

○豚肉とじゃが芋の甘辛煮 
○白飯 

○ピーマンのツナ炒めと玉子焼 

○蓮根の明太マヨサラダ 

○チーズおかか大根 

 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・卵・ごま・大豆・ 

鶏肉・豚肉・りんご 
エネルギー・栄養価 

熱量521Ｋｃａｌ 

たんぱく質15.6ｇ  

脂質17.0ｇ 炭水化物74.2ｇ 

食塩相当量2.5ｇ 

○牛肉の黒胡椒炒めと野菜のごま油炒め 
○カレイの唐揚げ 

○シューマイの中華玉子あん 

○キャベツのレモン和え 

○ごぼうと人参の味噌炒め○わかめとかりかり梅の和え物 

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・ゼラチン 
エネルギー・栄養価 

熱量363Ｋｃａｌ  

たんぱく質18.2ｇ 

脂質18.6ｇ 炭水化物34.6ｇ  

食塩相当量3.9ｇ 

12/2 

（木） 

○アジの梅しそフライ 

○かしわご飯 
○鶏と野菜の包み揚煮 

○南瓜のクリーム煮 

○大根と人参のマヨサラダ 

 

アレルギー表示 

小麦・乳成分・卵・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15.3ｇ  

脂質17.3ｇ 炭水化物71.8ｇ 

食塩相当量3.3ｇ 

○豚肉と野菜のゴマドレ和え 
○ピーマンとさつま揚の炒め煮 

○ハンバーグ○ちくわと胡瓜の醤油マヨサラダ 

○中華切干大根煮  

○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・豚肉・りんご 
エネルギー・栄養価 

熱量400Ｋｃａｌ  

たんぱく質15.5ｇ 

脂質22.6ｇ 炭水化物33.3ｇ 

食塩相当量3.9ｇ 

12/3 

（金） 

○鶏の柚子胡椒マヨ焼 

○白飯 

○豆腐しんじょ煮 

○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・卵・カシューナッツ・ごま・ 

大豆・鶏肉・やまいも・りんご・アーモンド 
エネルギー・栄養価 

熱量495Ｋｃａｌ 

たんぱく質16.7ｇ  

脂質16.4ｇ 炭水化物69.1ｇ 

食塩相当量2.2ｇ 

○赤魚の西京焼 
○鶏団子の甘酢あん 

○なすと小粒がんもの煮びたし 

○ほうれん草の白和え 

○大根煮の鶏そぼろあん○小松菜のおかか和え 

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 
エネルギー・栄養価 

熱量378Ｋｃａｌ  

たんぱく質23.0ｇ 

脂質18.8ｇ 炭水化物29.8ｇ 

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 

11/29（月）～ 12/3（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。 


