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◎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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牛肉のすきやき風煮の玉子あん 
●イカリングフライ  ●大根の黒ごま煮 

●春雨の中華炒め  ●ポテたまサラダ 

こんにゃくのおかか生姜 

●卯の花  ●白玉あずき 

アレルゲン 小麦・乳成分・

卵・かに・いか・牛肉・ごま・

大豆・鶏肉・豚肉・りんご 

豆腐ハンバーグ 

●ひじき蓮根、玉子焼 

●お味噌汁（あわせ） 

●卯の花 

●ポテたまサラダ 

アレルゲン 小麦・乳成分・

卵・大豆・鶏肉・豚肉・りんご 

熱量 416  kcal 熱量 216  kcal 

たんぱく質 17.0  g たんぱく質 9.1  g 

脂質 17.9  g 脂質 11.1  g 

炭水化物 48.0  g 炭水化物 20.9  g 

Ｎａ 1,229  mg Ｎａ 1,075  mg 

食塩相当量 3.1  g 食塩相当量 2.7  g 

サバの照焼 
●お好み炒め  ●里芋の塩麹煮 

●小松菜の中華炒め  ●ピーマンのツナ炒め 

●大根の青のり酢味噌和え 

●なすのごま和え  ●玉葱の梅かつお和え 

アレルゲン 小麦・卵・かに・

ごま・さば・大豆・鶏肉・豚

肉・りんご 

焼鮭 
●切干大根煮、玉子焼 

●お味噌汁（あさり） 

●里芋の塩麹煮 

●マカロニサラダ 

アレルゲン 小麦・卵・さけ・

さば・大豆・鶏肉 

熱量 428  kcal 熱量 192  kcal 

たんぱく質 18.3  g たんぱく質 10.2  g 

脂質 24.0  g 脂質 10.6  g 

炭水化物 36.0  g 炭水化物 13.8  g 

Ｎａ 1,532  mg Ｎａ 1,135  mg 

食塩相当量 3.9  g 食塩相当量 2.9  g 

チキンカレー 
●里芋とさつま揚の煮物と玉子焼 

●ごぼうと人参の味噌炒め  ●こんにゃく金平 

●蓮根と人参のごま甘酢和え  ●冬瓜のツナ煮 

●チンゲン菜煮  ●うぐいす豆 

アレルゲン 小麦・乳成分・

卵・牛肉・ごま・さば・大豆・

鶏肉・バナナ・豚肉・りんご・

ゼラチン 

オムレツ 
●赤スパ、ミートボール 

●お味噌汁（わかめ） 

●冬瓜のツナ煮 

●蓮根と人参のごま甘酢和え 

アレルゲン 小麦・乳成分・

卵・牛肉・ごま・大豆・鶏肉 

熱量 462  kcal 熱量 136  kcal 

たんぱく質 17.9  g たんぱく質 7.3  g 

脂質 24.2  g 脂質 3.7  g 

炭水化物 49.0  g 炭水化物 18.9  g 

Ｎａ 1,654  mg Ｎａ 1,077  mg 

食塩相当量 4.2  g 食塩相当量 2.7  g 

ホイコーロー 
●山芋焼  ●大根とあさりのしぐれ煮 

●玉葱とコーンのバター炒め 

●オレンジサラダ  ●なめ茸豆腐 

●ツナと大根のサラダ  ●胡瓜の酢の物 

アレルゲン 小麦・乳成分・

卵・オレンジ・牛肉・ごま・さ

ば・大豆・豚肉・やまいも・り

んご 

サバの西京焼  
●金平ごぼう、玉子焼  

●お味噌汁（あわせ） 

●大根とあさりのしぐれ煮 

●胡瓜の酢の物 

アレルゲン 小麦・卵・オレン

ジ・ごま・さば・大豆 

熱量 438  kcal 熱量 215  kcal 

たんぱく質 16.8  g たんぱく質 11.2  g 

脂質 22.2  g 脂質 12.7  g 

炭水化物 43.7  g 炭水化物 13.4  g 

Ｎａ 1,556  mg Ｎａ 999  mg 

食塩相当量 4.0  g 食塩相当量 2.5  g 

フライ（イワシ・アジ） ソース付  

●じゃが芋の甘辛煮と茹玉子 

のっぺ  ●チャプチェ 

●ほうれん草のごま和え  ●なすの甘酢炒め 

●カリフラワーのクリーム煮  ●ホイップコーヒーゼリー 

アレルゲン 小麦・乳成分・

卵・牛肉・ごま・さば・大豆・

豚肉・もも・りんご 

照焼ハンバーグ 
●焼きそば、玉子焼 

●お味噌汁（あさり） 

●じゃが芋の甘辛煮 

●小松菜とゆば筍の煮物 

アレルゲン 小麦・乳成分・

卵・大豆・鶏肉・豚肉・りんご 

熱量 525  kcal 熱量 212  kcal 

たんぱく質 20.4  g たんぱく質 9.3  g 

脂質 30.2  g 脂質 9.0  g 

炭水化物 50.2  g 炭水化物 23.8  g 

Ｎａ 1,343  mg Ｎａ 1,107  mg 

食塩相当量 3.4  g 食塩相当量 2.8  g 

 
 
★こんにゃくのおかか生姜（お弁当・彩食八菜コース） 

★豚肉の黒胡椒炒め（おかずコース） 

★イワシフライ（彩食八菜コース） 
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。 
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◎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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鶏煮 
●赤飯 

●もやしとさつま揚のごま油炒めと玉子焼 

こんにゃくのおかか生姜 

●白玉あずき 

アレルゲン 小麦・卵・ごま・

さば・大豆・鶏肉 
天ぷら（カレイ・海老・野菜）天つゆ 

●かぶの塩麹煮 

●じゃが芋のそぼろ煮 

●ブロッコリーと人参の柑橘サラダ 

●春雨の中華炒め  ●白玉あずき 

アレルゲン 小麦・乳成分・

卵・えび・かに・オレンジ・ご

ま・大豆・鶏肉・豚肉 

熱量 484  kcal 熱量 418  kcal 

たんぱく質 18.3  g たんぱく質 15.6  g 

脂質 10.1  g 脂質 17.5  g 

炭水化物 78.7  g 炭水化物 50.5  g 

Ｎａ 730  mg Ｎａ 1,351  mg 

食塩相当量 1.9  g 食塩相当量 3.4  g 

赤魚の西京焼 
●白飯 

●お好み炒め 

●もやしの梅おかか和え 

●レッドキャベツの柑橘サラダ 

アレルゲン 小麦・卵・オレン

ジ・大豆・豚肉・りんご 
   豚肉の黒胡椒炒め 
●大根とあさりのしぐれ煮 

●栗かぼちゃコロッケ 

●じゃが芋とりんごのマヨサラダ 

●なすのごま和え  ●ほうれん草のお浸し 

アレルゲン 小麦・乳成分・

卵・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・

りんご 

熱量 448  kcal 熱量 379  kcal 

たんぱく質 19.7  g たんぱく質 13.9  g 

脂質 8.9  g 脂質 23.3  g 

炭水化物 70.3  g 炭水化物 28.3  g 

Ｎａ 1,090  mg Ｎａ 922  mg 

食塩相当量 2.8  g 食塩相当量 2.3  g 

ビーフシチュー 
●白飯 

●白身魚の天ぷら 

●冬瓜のツナ煮 

●ひじきサラダ 

アレルゲン 小麦・乳成分・

卵・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・

バナナ・豚肉・りんご・ゼラチ

ン 

豚肉の中華味噌煮 

●白身魚の野菜甘酢あん  ●じゃが芋の甘辛煮 

●胡瓜とわかめのからし酢味噌和え 

●こんにゃく金平 

●ごぼうと大豆のゴママヨサラダ 

アレルゲン 小麦・卵・ごま・

大豆・豚肉・りんご 

熱量 505  kcal 熱量 353  kcal 

たんぱく質 16.6  g たんぱく質 18.3  g 

脂質 12.9  g 脂質 15.4  g 

炭水化物 78.5  g 炭水化物 37.2  g 

Ｎａ 1,084  mg Ｎａ 1,423  mg 

食塩相当量 2.8  g 食塩相当量 3.6  g 

酢豚 
●白飯 

●山芋焼 

●しらたきの真砂煮 

●京風カレー豆腐 

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・りん

ご・ゼラチン 

鶏煮 
●エビカツ  ●シューマイのポン酢あん 

●ツナと大根のサラダ 

●ピーマンのしりしり風 

●人参のおかか和え 

アレルゲン 小麦・乳成分・

卵・えび・かに・ごま・大豆・

鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン 

熱量 548  kcal 熱量 348  kcal 

たんぱく質 17.4  g たんぱく質 18.6  g 

脂質 14.9  g 脂質 19.4  g 

炭水化物 84.2  g 炭水化物 25.6  g 

Ｎａ 1,100  mg Ｎａ 1,344  mg 

食塩相当量 2.8  g 食塩相当量 3.4  g 

牛肉とごぼうの味噌煮 
●ちらし寿司 

●ツナじゃが 

●なすの甘酢炒め 

●ホイップコーヒーゼリー 

アレルゲン 小麦・乳成分・

卵・牛肉・ごま・さば・大豆 
タンドリーチキン 
●白身フライのタルタルソース 

のっぺ 

●ちくわと胡瓜の醤油マヨサラダ 

●南瓜のごま和え  ●ホイップコーヒーゼリー 

アレルゲン 小麦・乳成分・

卵・ごま・さば・大豆・鶏肉・

りんご 

熱量 439  kcal 熱量 367 kcal 

たんぱく質 13.2  g たんぱく質 15.3 g 

脂質 7.2  g 脂質 18.2 g 

炭水化物 80.0  g 炭水化物 35.4 g 

Ｎａ 1,516  mg Ｎａ 1198 mg 

食塩相当量 3.9  g 食塩相当量 3.0 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 

 
 
★こんにゃくのおかか生姜（お弁当・彩食八菜コース） 

★豚肉の黒胡椒炒め（おかずコース） 

★イワシフライ（彩食八菜コース） 
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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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。 


