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※材料入荷の都合により、メニューが変更になる場合があります。

ご了承ください。                                                              

脂質　　　　　 ｇ リン　　　　㎎

食塩　　　　　 ｇ

日替わり弁当(昼)
栄養素単位

エネルギー　Kcal 水分　　　 ｇ

たんぱく質　ｇ カリウム　㎎

11.7 2.1277 13.4 15.3 1.7 276 13.116.6 1.9 294 7.9 15.8 1.7278 15.6 15.5 2.1 292 11.2

脂質 食塩ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 脂質 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質脂質 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 脂質 食塩ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 脂質 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質

漬物 漬物 漬物 漬物

青梗菜味噌和え 春菊の七味煮 なすの生姜炒め 漬物 白菜とｱﾐｴﾋﾞのｻﾜﾔｶ酢

なすのトマト煮 ｻｰﾓﾝﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ コーンサラダ 冬瓜ツナ煮 金平ごぼう

フルーツ フルーツ フルーツ ナムル フルーツ

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰﾜｻﾋﾞ海苔和え 豆腐ナゲット ｼﾒｼﾞとｺﾝﾆｬｸの甘辛煮 杏仁豆腐 ﾎﾞｲﾙえんどう

ピーマンソテー 二色和え 菜の花みりん和え カニしぐれフライ 法蓮草浸し

ホキのきのこマヨ焼き 明太子オムレツ 牛とｺﾞﾎﾞｳのﾒﾝﾁｶﾂ 鶏の青しそソテー ハンバーグおろしソース

26日 27日 28日 29日 30日

276 9.5 15.4 2.211.6 2.2 287 12.9 10.8 1.8275 14.7 14.6 2.3 295 814.2 1.4 292 10 15.3 2.1

ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 脂質 食塩

288 6.4 13.5 1.2 297 9.7

脂質 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 脂質 食塩ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 脂質 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質脂質 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 脂質 食塩ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 脂質 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質

フレンチ和え

漬物 漬物 漬物 ごま昆布 漬物 漬物

小松菜ﾋﾟｰﾅｯﾂ和え 胡瓜酢 白菜柚子香和え 青梗菜辛子和え 漬物 なめこ卸

フルーツ

豚ミンチの甘辛炒め ミニ栗かぼちゃコロッケ 大豆のトマト煮込み 蓮根金平風 じゃが芋のそぼろ炒め 南瓜のサウザンサラダ ツナ入り洋風煮

フルーツ フルーツ フルーツ フルーツ ﾋﾞｰﾌﾝｿﾃｰ 白花豆

オニオンソテー

さつま芋煮 椎茸煮 ボイルカリフラワー 人参煮 フルーツ ゆでたまご ﾋﾟｻﾞﾎﾟﾃﾄ春巻き

青梗菜お浸し 花かまぼこ 野菜ｿﾃｰ もやしソテー 里芋の柚子風味煮 法蓮草土佐和え

ｱｽﾊﾟﾗとﾍﾞｰｺﾝのｸﾘｰﾐｨﾌﾗｲ すき焼き風煮 ポテトベーコンカツ 鯖のみりん焼き 豆腐ステーキあんかけ イカキャベツカツ バーグピカタ(ﾃﾞﾐｿｰｽ)

25日19日 20日 21日 22日 23日 24日

287 16.3 11.7 2.312.1 1.8 288 12.6 15.2 1.6283 9.1 16.8 1.7 296 1011.8 2.6 273 17.7 14.6 1.8

ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 脂質 食塩

275 9.7 12.2 1.9 278 13.2

脂質 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 脂質 食塩ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 脂質 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質脂質 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 脂質 食塩ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 脂質 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質

漬物

漬物 漬物 じゃこ酢 漬物

白菜レモン和え

ふきおかか煮 漬物 ゴボウ天と人参の煮物 筑前煮風 ごぼうﾋﾟﾘ辛煮 漬物 漬物

野菜とﾍﾞｰｺﾝの煮物 くらげ酢 三色和え 大根おろし 炒り豆腐 人参金平

フルーツ

フルーツ 細切り昆布炒め煮 フルーツ かぼちゃ天ぷら フルーツ カリフラワーサラダ かぶの田舎煮

ボイルカリフラワー フルーツ 鶏と豆腐のちぎり揚げ オクラ天ぷら ﾎﾞｲﾙえんどう フルーツ

鶏の唐揚げ酢豚風

オニオンソテー 蒸し焼売 小松菜お浸し 茄子の天ぷら 法蓮草のお浸し 欧風ベイクドエッグ ボイルブロッコリー

南瓜挽肉フライ 五宝菜 鮭の和風マヨネーズ焼き エビ天ぷら 牛肉コロッケ ﾎﾟｰｸﾊﾝﾊﾞｰｸﾞのﾄﾏﾄｿｰｽかけ

12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日

2.35.8 11.5 1.7 276 10.8 9.41.7 293 12.3 11.2 2.1 28312.9 17.6 1.6 286 10.4 14

食塩

286 8.2 14.6 2 284 18.2 15.3 2.1 294

たんぱく質 脂質 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 脂質食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 脂質 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰたんぱく質 脂質 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 脂質ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 脂質 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 脂質 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ

漬物 漬物 漬物

インゲンじゃこ和え

漬物 漬物 漬物 小松菜生姜醤油和え 白菜のゴマ和え 人参甘辛炒め 漬物

なます 法連草ﾋﾟｰﾅｯﾂ和え 竹の子おかか炒め えんどうとウインナーのソテー 玉葱と竹輪のｻﾗﾀﾞ ひじきの煮物

フルーツ

なすとピーマンの味噌炒め かぶのコンソメ煮 ツナサラダ フルーツ フルーツ フルーツ 蓮根サラダ

フルーツ フルーツ フルーツ 南瓜バター ひとくち梅ささみフライ さつま芋甘露煮

肉団子と里芋の治部煮風

筍しゅうまい ﾌﾞﾛｯｺﾘｰﾌﾚﾝﾁ和え 野菜豆腐寄せ パプリカソテー スパソテー 小松菜お浸し おからポテト

あんかけ豆腐ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 白身魚のポワレ 鶏肉と根菜の旨煮 エビフライ 法蓮草平焼き玉子 ビシソワーズ風フライ

5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日

2.57.8 10.7 1.7 290 20.9 13.62 293 7.4 14.9 1.9 273280 7.9 13.3

食塩たんぱく質 脂質 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 脂質食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 脂質 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 脂質

漬物漬物 漬物 漬物

かぶらの炒り煮

ごぼうのピリ辛炒め オクラの煮つけ 法蓮草のナムル ブロッコリーそぼろマヨ和え

中華和え 一口がんも煮 冬瓜なめこあん

みそ味つくね

フルーツ さつま芋とﾁｰｽﾞのｻﾗﾀﾞ フルーツ フルーツ

トマト フルーツ こふき芋

あじ照り焼き

三度豆浸し 人参とｴﾉｷ炒め 三度豆ｿﾃｰ 玉ねぎ土佐和え

メンチカツ 揚げだし豆腐おろしかけ ささみフライBBQソースかけ

土

1日 2日 3日 4日

日 月 火 水 木 金
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