
アスパラバター炒め

めばるの煮付け
昆布豆
蒸し鶏メンマ

マカロニサラダ 玉葱の梅ザーサイ和え
ラー油しいたけ ★フィッシュｿｰｾｰｼﾞｽﾃｰｷ
★鶏ささみ

梅酢だいこん フレッシュ味ザーサイ
グルメスティック 山くらげのごま酢和え

　　*★は、Ｃ食を表示しております。
　　*多種様々な惣菜が入るため、上記献立は、抜粋したものを記載しています。
　　*材料入手の関係で変更が生じることもございますがその際はご了承ください。
　　*毎日お召しあがりの昼食弁当は、食品衛生上、午後１時迄お召し上がり下さい。
　　*食数の変更、注文は午前9時までに、お願いします。
　　*土曜日は、オリジナルメニューとなります。
　　会議用弁当・パック弁当・オードブル等ご予算に応じて承ります。

　　お気軽にご用命くださいませ。

塩分  :2.6g   塩分  :1.4g   

ｴﾈﾙｷﾞｰ:307kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :18.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:396kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :17.1g   

塩分  :2.1g   塩分  :2.4g   塩分  :2.6g   

ｴﾈﾙｷﾞｰ:418kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :20.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:254kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :13.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:305kcal

黒豆 菜の花辛子和え きゃらさつま
ほうれん草のマヨネーズ和え 焼豆腐の煮物 木耳の中華和え

ﾀﾝﾊﾟｸ :11.8g   

がんもの煮物 ★カップグラタン 豆乳入り野菜笹かまぼこ ★白身鰈の幽庵焼き コーンコロッケ
★鶏肉塩麹焼き ★焼きとり ★さば南蛮酢漬け

チンジャオロース つきこん含め煮 　　　　　　　　あんかけ たたき牛蒡 ボイルキャベツ
ポークウインナー 玉子とじ 冬瓜木の葉と五目しんじょう ひじきの含め煮

ｴﾈﾙｷﾞｰ:285kcal

脂質  :16.5g   炭水化:28.9g   

ロースとんかつ フィッシュフライ 和菜メンチカツ 酢鶏海老カツ

塩分  :2.8g   塩分  :2.0g   

大根のそぼろ餡かけ
焼うどん

ﾀﾝﾊﾟｸ :19.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:240kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :8.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:361kcal

絹ごし揚げ煮

メンマのキムチ炒め
三色豆

★ほっけ塩焼き 　　　おろしポン酢添え

あみえび佃煮

★パイン缶
★白身魚青のりフライ

おくらかか和え キャベツの山海漬和え

ﾀﾝﾊﾟｸ :24.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:341kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :15.7g   

ローストポーク

ﾀﾝﾊﾟｸ :15.2g   

アジフライ
   　クリームソース掛け

揚げ出しとうふ ハンバーグ

塩分  :2.3g   塩分  :2.8g   

揚げカレーボール 南瓜天ぷら
ﾛｰﾙキャベツのトマトｿｰｽ煮 ぜんまい含め煮

★ﾅﾎﾟﾘﾀﾝｽﾊﾟｹﾞｯﾃｲ ★タレ付ｼﾞｬﾝﾎﾞﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ ★タレ付きカップ納豆

野菜コロッケ

ｴﾈﾙｷﾞｰ:297kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :11.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:337kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :18.4g   

塩分  :2.7g   塩分  :3.6g   塩分  :1.9g   

ｴﾈﾙｷﾞｰ:352kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :16.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:246kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :11.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:436kcal

厚焼卵 わかめ酢の物 ごぼうのそぼろ金平 ﾁﾝｹﾞﾝ菜とあさりのﾍﾟﾍﾟﾛﾝ風 小車麩の煮物　
★イカステーキ ｵｰｼｬﾝｽﾃｯｸﾌﾗｲ 三角野菜いなり煮 春竹の子シューマイ ★ますの塩焼き

ねぎ塩もやし
絹さやのピーナツ和え 山菜づくし 白いんげん豆 浅炊きふき 切干大根のお浸し

肉野菜炒め 　　　　甘酢あんかけ れんこん天ぷら
畑のビーフ 枝豆がんも煮とピンク蒲鉾 大根サラダ 肉じゃが
マーボー春雨 れんこんのカレー炒め

塩分  :2.8g   塩分  :3.4g   

枝豆コロッケ 目玉風オムレツ にしん唐揚げ

塩分  :2.5g   塩分  :2.9g   塩分  :3.2g   

★豚ロース焼肉焼き ★ジャンボ餃子焼き

ﾀﾝﾊﾟｸ :14.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:332kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :21.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:334kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :18.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:393kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :14.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:369kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :16.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:331kcal

小松菜のからし和え 白菜の浅漬け風

のり乗せおにぎりチキン 焼きそば

★イカチリ ★さば塩焼き ★ピーマン肉詰フライ

うずら卵串フライ プレーンオムレツ

玉こんにゃくと豆竹輪の煮物
いんげんサラダ カリフラワー酢の物

ししゃもフライ 玉葱入り棒天 もろこしたっぷりさつま揚げの煮物 お魚厚揚げ煮

茶花豆 ごま高菜 青唐しめじ 茎わかめ

牛すき焼き風

塩分  :2.4g   塩分  :1.6g   

ポークビーンズ

塩分  :2.6g   

サケ風味ふりかけ
野ぶきの含め煮 ごぼうのしぐれ煮 里芋の含め煮
玉ねぎソテー 野菜サラダ

牛ﾀﾝ入ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰｺﾛｯｹ サーモンフライ豚ロース生姜焼き

ほうれん草和え物

ｴﾈﾙｷﾞｰ:335kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :18.1g   

ミニフランクフルト ★焼き目つき棒餃子 ★揚げチヂミ
★温泉玉子

ｴﾈﾙｷﾞｰ:346kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :13.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:238kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :11.4g   

脂質  :19.7g   炭水化:22.5g   脂質  :17.1g   炭水化:34.7g   脂質  :10.3g   炭水化:25.4g   

こんにゃくの真砂和え

イカフライ チキンカツ ホキの西京焼き
カニかま磯辺天ぷら 生野菜サラダ

松前風高菜 ごま昆布

キャベツ酢物
エビと大根の中華煮 揚げ茄子のオランダ煮

梅ごぼう

炭水化:35.7g   

脂質  :14.0g   炭水化:40.5g   脂質  :9.4g   炭水化:31.0g   脂質  :25.2g   炭水化:34.9g   脂質  :13.3g   炭水化:32.2g   脂質  :20.0g   炭水化:19.4g   

脂質  :15.1g   炭水化:34.3g   脂質  :20.8g   炭水化:22.0g   脂質  :16.1g   炭水化:27.0g   脂質  :25.4g   炭水化:26.5g   脂質  :17.1g   

海老フライ 若鶏唐揚げ

炭水化:29.7g   

塩分  :2.1g   

脂質  :13.5g   炭水化:37.8g   脂質  :16.4g   炭水化:19.1g   脂質  :13.3g   炭水化:22.4g   

塩分  :1.7g   

脂質  :25.6g   炭水化:25.6g   脂質  :9.4g   炭水化:29.0g   脂質  :16.0g   炭水化:28.2g   脂質  :12.0g   炭水化:32.7g   脂質  :22.6g   

水ぎょうざ

CooKing for wellness

（食を通し健康作り目指す料理）

ご飯ｶﾛﾘー表

受付電話番号
℡（0763)32-4154

熱量 蛋白 脂質 炭水化物

普通 454kcal 6.8g       0.8g       100.0g
大盛 672kcal 10.0g       1.2g       148.4g
小盛 286kcal          4.3g       0.5g       63.1g


