
18.0g 18.5g 33.5g 2.9g
（土曜日）

ミニショコラロール
たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量

444kcal 21.1g 35.0g 42.1g 2.7g 362kcal
（土曜日）

ミックスピーマンのマスタード炒め
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 エネルギー

24 ハムエッグフライ 24 ポトフ
野菜五目炒め 小松菜とまいたけのバターソテー

22.0g 18.6g 22.3g
（金曜日）

山菜なめこ
エネルギー

2.7g

ビーフカレー

卵、乳成分、小麦

照り焼きチキン/野菜コロッケ

卵、乳成分、小麦、
えび

さつまいもサラダ グラタン

たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量

446kcal 27.1g 20.0g 40.0g 3.5g 346kcal
（金曜日）

ミニケーキ（ストロベリー）
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量

23 かぼちゃと厚揚げの煮物 23 オムレツ
ラタトゥイユ キャベツとツナのソテー

15.4g 15.1g 41.5g
（木曜日）

昆布巻き
エネルギー

2.0g

梅と大葉のささみカツ/出し巻き玉子

卵、乳成分、小麦

白身魚のバター醤油焼き

卵、乳成分、小麦、
えび

なすのピリ辛煮 ナポリタン

たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量

466kcal 27.4g 24.0g 32.9g 3.7g 335kcal
（木曜日）

らっきょう漬け
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量

22 揚げ豆腐の野菜あん 22 かぼちゃのいとこ煮
青梗菜とかまぼこの炒め煮 ポークビーンズ

30.2g 18.0g 20.9g
（水曜日）

しば漬け
エネルギー

2.4g

さわらの西京焼き

卵、乳成分、小麦

豚肉野菜巻きフライ/ピーマン肉詰めフライ

卵、乳成分、小麦

ごぼうサラダ ハムと菜の花のソテー

たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量

452kcal 20.7g 27.2g 35.7g 3.2g 368kcal
（水曜日）

水菜とツナの和え物
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量

炭水化物 食塩相当量

21 ポテトとウインナーの炒め物 21 フライドチキン
チキンナゲット キャベツとひき肉の炒め物

17.5g 18.8g 28.9g
（火曜日）

柚子大根
エネルギー

炭水化物 食塩相当量

2.2g

牛肉のデミグラスソース

卵、乳成分、小麦

白身魚の香味焼き

卵、乳成分、小麦

切干大根のごまドレ和え ブロッコリーとチーズのサラダ

たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量

448kcal 36.4g 17.0g 37.6g 3.9g 344kcal
（火曜日）

こんにゃくのきんぴら
エネルギー たんぱく質 脂質

（月曜日）
さつまいもとりんご煮

3.0g

鮭のマッシュポテト焼き

卵、乳成分、小麦

豚肉のオニオンソース

卵、乳成分、小麦

白菜の胡麻和え カレーポテトサラダ

24.2g 40.6g 2.7g 340kcal 34.8g 11.5g
（月曜日）

ひじき煮
エネルギー たんぱく質 炭水化物 食塩相当量

445kcal 20.9g
脂質 エネルギー たんぱく質 脂質

チリハンバーグ

卵、乳成分、小麦

あじの漬け焼き

20 京風がんもの煮物 20 ちくわの磯辺揚げ
ツナの梅風味パスタ 蒸し鶏と野菜のサラダ

24.4g

乳成分、小麦19 白身魚のフライ 19 厚揚げと野菜の甘辛炒め
ほうれん草とコーンのバターソテー 里芋の田楽
マカロニと玉子のサラダ キャベツの甘酢和え日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日
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ｔ

※ＪＡでお申込みの方は、夕食(8品)・しっかり(５品)・土曜日配送の
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※昼食は、坂井市・福井市・鯖江市・敦賀市・小浜市の一部の地域に
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※商品受け取り後は、冷蔵庫で保管し、当日の午後１０時までに、
 お召し上がりください。
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※献立内容が変更となる場合もありますので、ご了承ください。
※アレルギー物質は、特定原材料【卵・乳・小麦・えび・かに・そば
 落花生（ピーナッツ）】について表示しています。
 また、１品ごとではなく、その日のメニュー全体に含まれる特定原材料
 について表示しています。
※栄養成分類は配合に基づいた基準値です。原材料により誤差が出る
 場合がありますので、ご了承ください。



小松菜とまいたけのバターソテー オムレツ
グラタン キャベツとツナのソテー

2.7g
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量（金曜日）

ミニケーキ(ストロベリー）

498kcal 25.2g

（土曜日）
ミックスピーマンのマスタード炒め かぼちゃサラダ

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 ブロッコリーの胡麻和え418kcal

31.3g 32.5g

38.5g 19.1g 25.0g 3.7g

ナポリタン

23
白身魚のバター醤油焼き

たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量

24
512kcal 30.3g 22.2g 50.3g 3.6g

（木曜日）
らっきょう漬け439kcal 20.3g 28.2g 31.3g 2.0g

白身魚のムニエル

卵、乳成分、小麦、
えび

エネルギー

ポトフ ハッシュドビーフ

卵、乳成分、小麦、
えび

照り焼きチキン

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量

卵、乳成分、小麦、
えび

22
打ち豆入りキーマカレー

23
オムレツ かぼちゃのいとこ煮
キャベツとツナのソテー ポークビーンズ
かぼちゃサラダ きゅうりとかに風味の酢の物

（木曜日）
505kcal 30.1g 27.4g 35.6g 2.9g

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 白身魚のコーンポテト焼き

卵、乳成分、小麦

419kcal 23.8g 15.4g 48.3g 3.0g

ハッシュドビーフ

ナポリタン ハムと菜の花のソテー

（金曜日）
ミニケーキ（ストロベリー） 明太子ロール

22
かぼちゃのいとこ煮 ジャーマンポテト
ポークビーンズ キッシュ
きゅうりとかに風味の酢の物 ブロッコリーとチーズのサラダ

炭水化物 食塩相当量 フライドチキン418kcal 20.0g 24.0g 31.0g 1.9g

明太子ロール
（水曜日）

水菜とツナの和え物
らっきょう漬け エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物

白身魚のコーンポテト焼き

食塩相当量
486kcal 34.8g 24.1g 35.1g 3.4g

キッシュ クリームシチュー

卵、乳成分、小麦

水菜とツナの和え物

21
白身魚の香味焼き

エネルギー たんぱく質 脂質

卵、乳成分、小麦

キャベツとひき肉の炒め物

食塩相当量

クリームシチュー

卵、乳成分、小麦

カレーポテトサラダ

21
フライドチキン こんにゃくのきんぴら
キャベツとひき肉の炒め物

（火曜日）
パプリカのマリネ

ジャーマンポテト エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物

（水曜日）

32.1g 3.0g
（火曜日）

パプリカのマリネ 蒸し鶏と野菜のサラダ
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 揚げなすのきのこあん436kcal

食塩相当量
503kcal 29.7g 27.3g 34.9g 3.8g

（月曜日）
山菜なめこ

20
ちくわの磯辺揚げ エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物

蒸し鶏と野菜のサラダ 鮭のバジル風味焼き

卵、乳成分、小麦

揚げなすのきのこあん

20
豚肉のオニオンソース

こんにゃくのきんぴら ちくわの磯辺揚げ

30.7g 21.7g

（月曜日）山菜なめこ キャベツの甘酢和え
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 ひじき煮442kcal

あじの漬け焼き
里芋の田楽 厚揚げと野菜の甘辛炒め
きゅうりとハムの中華サラダ 里芋の田楽
ひじき煮 きゅうりとハムの中華サラダ

油淋鶏

卵、乳成分、小麦

油淋鶏

卵、乳成分、小麦

19 厚揚げと野菜の甘辛炒め

19
20.3g 26.1g 32.7g 3.3g

鮭のバジル風味焼き

乳成分、小麦

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

ぶた

日


