
おかず８品

2022年 

9 月12 日週 

◎消費期限：お届け当日２４時 届きましたら必ず冷蔵庫で保管してください。 
◎ご利用のお弁当箱は、お手数ですが水洗いをお願いいたします。 
◎寿司・小袋・カップは取り出し、フタをした容器のまま電子レンジで温めてください。 
●商品調達の都合上、急遽メニューを変更させていただくことがございます。 
●食事療法をされている方は、事前に医療機関にご相談ください。 

●栄養成分値は予定で、変更になる場合があります。お届け当日記載の表示をご確認ください。 

●過度な加熱は風味が損なわれる、硬くなる、食材破裂等の原因になりますのでご注意ください。 
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赤魚の西京焼 
●キャベツメンチカツ  ●甘辛鶏団子 

●麻婆大根  ●蓮根の明太マヨサラダ  

●さつま芋のレモンママレード和え 

●キャベツと揚げのごま和え ●わかめと春雨のおろし和え 

アレルゲン 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 

ごぼう天煮  
●炊合せ、玉子焼  

●お味噌汁（あさり） 

●麻婆大根 

●キャベツと揚げのごま和え

アレルゲン 小麦・乳成分・
卵・牛肉・ごま・さば・大豆・
鶏肉・豚肉 

熱量 496 kcal 熱量 197 kcal
たんぱく質 22.0 g たんぱく質 9.9 g

脂質 23.8 g 脂質 10.1 g
炭水化物 50.6 g 炭水化物 19.6 g
Ｎａ 1,535 mg Ｎａ 1,280 mg

食塩相当量 3.9 g 食塩相当量 3.3 g

酢豚 
●豆腐しんじょ煮   

●きのこのシチュー  ●なすのだしカレー煮 

●コールスロー  ●ごぼうの甘辛煮 

●里芋のそぼろ煮  ●チンゲン菜のオイスター炒め 

アレルゲン 小麦・乳成分・
卵・牛肉・ごま・さば・大豆・
鶏肉・豚肉・やまいも・ゼラチ
ン 

カレイ磯辺揚げ
●白スパ、玉子焼 

●お味噌汁（わかめ） 

●チンゲン菜のオイスター炒め 

●コールスロー 

アレルゲン 小麦・卵・牛肉・
大豆 

熱量 480 kcal 熱量 216 kcal
たんぱく質 17.8 g たんぱく質 11.2 g

脂質 23.4 g 脂質 10.5 g
炭水化物 54.0 g 炭水化物 19.6 g
Ｎａ 1,761 mg Ｎａ 1,116 mg

食塩相当量 4.5 g 食塩相当量 2.8 g

豚生姜焼 
●カレイの天ぷら 

●かぶの塩麹煮  ●昆布豆 

●胡瓜の生姜味噌  ●くわいの梅かつお和え 

●小松菜のごま和え  ●ポテトサラダ 

アレルゲン 小麦・乳成分・
卵・オレンジ・ごま・さば・大
豆・鶏肉・豚肉 

サバの塩焼  
●金平ごぼう、玉子焼  

●お味噌汁（あわせ） 

●かぶの塩麹煮 

●ひじきの洋風サラダ 

アレルゲン 小麦・乳成分・
卵・牛肉・ごま・さば・大豆・
鶏肉・りんご 

熱量 490 kcal 熱量 207 kcal
たんぱく質 20.8 g たんぱく質 10.1 g

脂質 28.3 g 脂質 13.4 g
炭水化物 39.2 g 炭水化物 12.0 g
Ｎａ 1,743 mg Ｎａ 1,177 mg

食塩相当量 4.4 g 食塩相当量 3.0 g

鶏肉と野菜の黒ゴマドレ和え 
●サバの揚げ煮 

●さつま芋とリンゴの甘酢煮  ●チーズ入マカロニサラダ 

●切干大根と胡瓜の酢の物  ●蓮根の梅肉和え 

●人参の味噌炒め  ●小松菜のおかか和え 

アレルゲン 小麦・乳成分・
卵・牛肉・ごま・さば・大豆・
鶏肉・豚肉・りんご 

鶏と野菜の包み揚げ煮 

●玉子焼、高菜炒め  

●お味噌汁（あさり） 

●人参の味噌炒め 

●小松菜のおかか和え 

アレルゲン 小麦・卵・牛肉・
ごま・大豆・鶏肉・豚肉・魚醤
（魚介類）

熱量 541 kcal 熱量 143 kcal
たんぱく質 18.8 g たんぱく質 8.0 g

脂質 34.1 g 脂質 6.3 g
炭水化物 42.7 g 炭水化物 17.7 g
Ｎａ 1,583 mg Ｎａ 1,263 mg

食塩相当量 4.0 g 食塩相当量 3.2 g

タラのバター醤油焼 
●チキンカツのオーロラソース 

●じゃが芋の黒糖煮  ●なすのバンバンジー風 

●ほうれん草の炒り玉子 ●キャベツと人参の醤油マヨサラダ

●ひじき蓮根の煮物  ●大根と人参の高菜炒め 

アレルゲン 小麦・乳成分・
卵・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・
豚肉・りんご・魚醤（魚介類） 

白身フライ  
●赤スパ、玉子焼 

●お味噌汁（わかめ） 

●じゃが芋の黒糖煮 

●ひじき煮 

アレルゲン 小麦・乳成分・
卵・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 

熱量 469 kcal 熱量 226 kcal
たんぱく質 24.3 g たんぱく質 8.9 g

脂質 23.7 g 脂質 12.7 g
炭水化物 40.3 g 炭水化物 20.1 g
Ｎａ 1,339 mg Ｎａ 993 mg

食塩相当量 3.4 g 食塩相当量 2.5 g

★鶏肉と野菜の黒ゴマドレ和え（お弁当・彩食八菜コース） 
★春雨の黒酢マリネ（おかずコース） 

新メニューの詳細はメニュー情報誌9月号をご覧ください。 
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朝食
※単品ではご注文できません。 
お届け翌日の朝食メニューで 
す。表の日付はお届け日です。 

おかず（みそ汁付） 
袋入りみそ汁は、お湯に溶い

てお召し上がりください。 

マークの見方 

   ⇒新メニュー 

   ⇒郷土料理 

⇒骨にご注意ください

お問い合わせ 

（平日：9：00～18：00） 

0120-443-304 

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。



2022年 

9 月12 日週 

◎消費期限：お届け当日２４時 届きましたら必ず冷蔵庫で保管してください。 
◎ご利用のお弁当箱は、お手数ですが水洗いをお願いいたします。 
◎寿司・小袋・カップは取り出し、フタをした容器のまま電子レンジで温めてください。 
●商品調達の都合上、急遽メニューを変更させていただくことがございます。 
●食事療法をされている方は、事前に医療機関にご相談ください。 

●栄養成分値は予定で、変更になる場合があります。お届け当日記載の表示をご確認ください。 

●過度な加熱は風味が損なわれる、硬くなる、食材破裂等の原因になりますのでご注意ください。 
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鶏肉と野菜の黒ゴマドレ和え 

●白飯 

●あさりと根菜の味噌煮 

●わかめと春雨のおろし和え 

●明太豆腐 

アレルゲン 小麦・卵・ごま・
さば・大豆・鶏肉 

酢豚 
●小判がんも煮 ●ちくわとじゃが芋の甘辛煮 

●切干大根と胡瓜の酢の物 

●キャベツと揚げのごま和え 

●ほうれん草とコーンのバター炒め 

アレルゲン 小麦・乳成分・
卵・牛肉・ごま・大豆・豚肉 

熱量 476 kcal 熱量 393 kcal
たんぱく質 17.9 g たんぱく質 16.9 g

脂質 14.5 g 脂質 16.6 g
炭水化物 67.6 g 炭水化物 45.0 g 
Ｎａ 1,275 mg Ｎａ 1,388 mg

食塩相当量 3.2 g 食塩相当量 3.5 g

ホイコーロー 
●白飯 

●ごぼう天煮 

●なすのだしカレー煮 

●キャベツの甘酢和え 

アレルゲン 小麦・乳成分・
卵・牛肉・ごま・さば・大豆・
鶏肉・豚肉・ゼラチン 

カレイの生姜入野菜あん 
●筑前煮  ●里芋のそぼろ煮 

●ゴーヤとコーンの白和え 

●ごぼうと人参の味噌炒め 

●ほうれん草のからししょう油和え 

アレルゲン 小麦・卵・牛肉・
ごま・大豆・鶏肉・豚肉 

熱量 500 kcal 熱量 442 kcal 
たんぱく質 14.4 g たんぱく質 19.0 g

脂質 16.1 g 脂質 23.8 g
炭水化物 72.8 g 炭水化物 46.9 g
Ｎａ 915 mg Ｎａ 1,419 mg

食塩相当量 2.3 g 食塩相当量 3.6 g 

サバの揚げ煮 
●しそ風味広島菜ご飯 

●ロールキャベツのミートソース 

●胡瓜の生姜味噌 

●玉葱とコーンのバター炒め 

アレルゲン 小麦・乳成分・オ
レンジ・牛肉・ごま・さば・大
豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラ
チン 

豚肉の塩レモン炒め 
●サゴシの天ぷら 

●高野豆腐のだしカレー煮 

●べったら大根 

●ひじきの洋風サラダ  ●小松菜のごま和え 

アレルゲン 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 

熱量 516 kcal 熱量 446 kcal
たんぱく質 14.6 g たんぱく質 17.2 g

脂質 18.3 g 脂質 27.9 g 
炭水化物 73.3 g 炭水化物 31.1 g
Ｎａ 1,075 mg Ｎａ 1,519 mg

食塩相当量 2.7 g 食塩相当量 3.9 g

豚生姜焼 
●白飯 

●蓮根とちくわの甘辛煮 

●切干大根と胡瓜の酢の物 

●味噌こんにゃく 

アレルゲン 小麦・大豆・鶏
肉・豚肉 

赤魚のしょうゆ麹焼 
●チキンカツ 

●大根のそぼろ煮 

●春雨とツナのマヨサラダ 

●シュガーポテト  ●蓮根の梅肉和え 

アレルゲン 小麦・乳成分・
卵・かに・牛肉・ごま・さば・
大豆・鶏肉・豚肉・りんご 

熱量 510 kcal 熱量 423 kcal
たんぱく質 13.5 g たんぱく質 20.9 g

脂質 16.5 g 脂質 19.1 g
炭水化物 74.4 g 炭水化物 45.4 g
Ｎａ 965 mg Ｎａ 1,066 mg 

食塩相当量 2.5 g 食塩相当量 2.7 g

白身魚のオニオンソース 
●白飯 

●じゃが芋の黒糖煮 

●大根の青のり酢味噌和え 

●五目豆 

アレルゲン 小麦・牛肉・大
豆・豚肉 

鶏肉と根菜の味噌バター煮 
●山芋焼  ●里芋のたらこ煮 

春雨の黒酢マリネ 

●なすのバンバンジー風 

●ピーマンのツナ炒め 

アレルゲン 小麦・乳成分・
卵・オレンジ・牛肉・ごま・大
豆・鶏肉・豚肉・やまいも・り
んご 

熱量 532 kcal 熱量 382 kcal
たんぱく質 17.7 g たんぱく質 14.5 g

脂質 16.4 g 脂質 18.8 g
炭水化物 76.4 g 炭水化物 40.4 g
Ｎａ 743 mg Ｎａ 1,243 mg 

食塩相当量 1.9 g 食塩相当量 3.2 g

お弁当 コース

ごはん＋おかず４品

おかず コース

おかず６品

★鶏肉と野菜の黒ゴマドレ和え（お弁当・彩食八菜コース） 
★春雨の黒酢マリネ（おかずコース） 

新メニューの詳細はメニュー情報誌9月号をご覧ください。 

詳
し
い
情
報
を

ご
覧
に
な
り
た
い
方
は

↑
こ
ち
ら
を

ス
キ
ャ
ン
し
て
く
だ
さ
い
。

マークの見方 

   ⇒新メニュー 

   ⇒郷土料理 

⇒骨にご注意ください

お問い合わせ 

（平日：9：00～18：00） 

0120-443-304 

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。


