
低カロリー食

1月23日(月) 1月24日(火) 1月25日(水) 1月26日(木) 1月27日(金) 1月28日(土)

主菜A たらの香草焼き
豚肉と白菜の
細切り炒め

シーフード
グラタン

煮込み
ハンバーグ

ししゃも焼き
茎わかめ

ちりめんご飯

つきこんと山菜のおかか煮 ハニーマスタードポテト 切干大根の煮物 ピーマンとさつま揚げの炒め物 ごぼうときのこの金平 もやしとおくらのしゃきしゃき炒め

なすときのこのコチュジャン炒め 筑前煮 大学芋 豆腐の五目あんかけ 煮卵と野菜の炊き合わせ 野菜とウインナーのポトフ風

スパゲティサラダ　 エスニックチキンサラダ ほうれん草と竹の子の和え物 ひじきときゅうりのマヨ和え 油揚げと大根の和え物 明太ポテトサラダ

中華うり漬け 金時煮豆 ゆず大根 甘口しそみそ 松前漬け 昆布豆

おすすめ
コメント

「たらの香草焼き」
淡泊なたらに香ばしい
香草を振りかけた洋風

な一品です。

「豚肉と白菜の
細切り炒め」

もち豚と細切り野菜を
あっさりとしたとろみの
ある中華風たれで炒め

ました。

★新メニュー★
「シーフードグラタン」

なめらかでコクのあるホワイ
トソースとシーフードを絡め
た海鮮のエキスが相性抜群

の一品です。

「煮込みハンバーグ」
柔らかくジューシーなハ
ンバーグをデミグラスソー
スでコトコト煮込んだ一

品です。

「ししゃも焼き」
頭を切り落とした食べや
すい子持ちししゃもで

す。

「茎わかめちりめんご飯」
ひじき・人参・しその実・
ごま・ちりめん等の具材

を混ぜ込んだご飯です。

栄養表示

熱量265Kcal、
蛋白質10.9g、
脂質17.9g、
炭水化物11.6g、
Na647mg

熱量232Kcal、
蛋白質13.2g、
脂質9.6g、
炭水化物21.5g、
Na493mg

熱量318Kcal、
蛋白質8.2g、
脂質13.5g、
炭水化物41.1g、
Na734mg

熱量280Kcal、
蛋白質13.1g、
脂質12.8g、
炭水化物28.9g、
Na849mg

熱量205Kcal、
蛋白質13.2g、
脂質12.0g、
炭水化物11.2g、
Na607mg

熱量392Kcal、
蛋白質9.3g、
脂質9.2g、
炭水化物66.0g、
Na983mg

食塩相当量 1.6ｇ 1.3ｇ 1.9ｇ 2.2ｇ 1.5ｇ 2.5ｇ

アレルギー
小麦、卵、大豆、さば、ご
ま、鶏肉、豚肉

小麦、大豆、鶏肉、豚
肉、ごま、卵、乳、りんご、
落花生

えび、小麦、乳、いか、鶏
肉、豚肉、大豆、ごま、さ
ば

小麦、乳、牛肉、大豆、鶏
肉、バナナ、豚肉、りんご、
ごま、かに、卵

小麦、大豆、乳、卵、りん
ご、いか、オレンジ

小麦、大豆、鶏肉、卵、り
んご、豚肉

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1月23日(月) 1月24日(火) 1月25日(水) 1月26日(木) 1月27日(金) 1月28日(土)

主菜Ｂ
鶏肉のきのこ
バターソース

そいの柚庵焼き
豚肉と玉ねぎの

さっぱり炒め
ぶり大根

根菜入りつくね
山椒風味

赤魚の照り焼き

副菜 上記同様 上記同様 上記同様 上記同様 上記同様 上記同様

おすすめ
コメント

「鶏肉のきのこ
バターソース」

やわらかな鶏肉にコク
のあるきのこ入りのバ
ターソースを添えまし

た。

★新メニュー★
「ハニーマスタードポテト」

粒マスタードの酸味とハチミ
ツの甘みのあるソースで絡

め炒めた一品です。

「豚肉と玉ねぎの
さっぱり炒め」

豚肩肉と野菜をポン酢の
さっぱりとした味付けに

仕上げました。

「ぶり大根」
食べやすい大きさの

ぶりと半月大根を一緒
に甘辛く煮た一品で

す。

★新メニュー★
「油揚げと大根の和え物」
細切りの大根と油揚げを
さっぱりとした中華風のた

れで味付けしました。

★新メニュー★
「もやしとオクラの
しゃきしゃき炒め」

オクラのねばりと食感の
よいもやしを醤油味で香

ばしく炒めました。

栄養表示

熱量236Kcal、
蛋白質12.5g、
脂質13.3g、
炭水化物15.3g、
Na636mg

熱量198Kcal、
蛋白質15.0g、
脂質6.1g、
炭水化物19.0g、
Na422mg

熱量334Kcal、
蛋白質11.1g、
脂質16.9g、
炭水化物33.6g、
Na547mg

熱量294Kcal、
蛋白質16.3g、
脂質14.5g、
炭水化物22.4g、
Na741mg

熱量237Kcal、
蛋白質13.5g、
脂質8.4g、
炭水化物26.2g、
Na703mg

熱量275Kcal、
蛋白質13.6g、
脂質9.9g、
炭水化物15.1g、
Na665mg

食塩相当量 1.6ｇ 1.1ｇ 1.4ｇ 1.9ｇ 1.8ｇ 1.7ｇ

アレルギー
小麦、乳、大豆、鶏肉、さ
ば、ごま、豚肉、卵

小麦、大豆、鶏肉、卵、
乳、豚肉、りんご、落花
生、ごま

小麦、大豆、豚肉、ごま、
さば

小麦、大豆、豚肉、ごま、
かに、卵

小麦、卵、乳、大豆、鶏
肉、りんご、いか、オレン
ジ

小麦、大豆、ごま、鶏肉、
卵、りんご、豚肉

サラダ
５品目のサラダ

レタスやパプリカ
ミックスサラダ

５品目のサラダ
水菜や大根

５品目のサラダ
キャベツや玉ねぎ

ミックスサラダ
５品目のサラダ

キャベツや玉ねぎ

栄養表示
熱量6Kcal,蛋白質0.3ｇ,脂質
0.0ｇ,炭水化物1.3ｇ,塩分0ｇ

熱量23Kcal,蛋白質1.2ｇ,脂質
0.2ｇ,炭水化物5.3ｇ,塩分0ｇ

熱量12Kcal,蛋白質0.4ｇ,脂質
0.1ｇ,炭水化物2.8ｇ,塩分0ｇ

熱量16Kcal,蛋白質0.5ｇ,脂質
0.1ｇ,炭水化物3.6ｇ,塩分0ｇ

熱量23Kcal,蛋白質1.2ｇ,脂質
0.2ｇ,炭水化物5.3ｇ,塩分0ｇ

熱量16Kcal,蛋白質0.5ｇ,脂質
0.1ｇ,炭水化物3.6ｇ,塩分0ｇ

第２弾 第３弾 １月第4週 1月26日 1月24日

大人気メニュー 木曜プレミアムメニュー 駅弁メニュー

ごとう農園さんの
お芋コロッケ（牛肉）
(２個入り）ソース付き

おうちカレー中辛
（ルウのみ）

１人前（180ｇ）

炭火焼き
つくね丼

大海老天重 贅沢海鮮釜飯

熱量471Kcal、蛋白質
8.9g、脂質25.6g、炭水
化物7.7g、Na1014mg、
塩分2.6ｇ

熱量252Kcal、蛋白質
5.2g、脂質15.4g、炭
水化物23.4g、
Na1148mg、塩分2.9ｇ

熱量681Kcal、蛋白質
24.8g、脂質19.8g、炭
水化物97.8g、
Na1009mg、塩分2.6ｇ

熱量932Kcal、蛋白質
23.8g、脂質19.3g、炭
水化物158.8g、
Na2540mg、塩分6.5ｇ

熱量466.9Kcal、蛋白質
17.7g、脂質2.0  g、炭水
化物 94.3g、Na1,595
mg、塩分4.1ｇ

小麦、乳、牛肉、大
豆、もも、りんご

小麦、乳、牛肉、大
豆、鶏肉、豚肉、りん
ご、ごま

小麦、卵、乳、大豆、
鶏肉、りんご、ごま

えび、小麦、さば、大
豆

小麦、かに、大豆、さ
け、ごま

【海鮮焼売】　熱量163Kcal,蛋白質11.1g,
脂質7.6g,炭水化物11.1g,Na528mg,塩分
1.3ｇ【海老入り蒸餃子】　熱量183Kcal,

蛋白質16.1g,脂質9.7g,
炭水化物5.7g,Na381mg,塩分1.0ｇ

【海鮮焼売】

えび、かに、小麦、大豆、豚肉、ごま

【海老入り蒸餃子】
えび、小麦、大豆、豚肉、ごま

【いつでもメニューご注文について】
■ご注文は3日前まで承ります。
■毎日（月～土）お選びいただけます。
祝・祭日もお届けいたします。
■サイドメニューにつきお弁当と一緒のお届けとなりま
す。
※2個以上の場合は単品でのお届けも可能です。

　★ご注文はフリーダイヤルまで
コープ配食サービス　０１２０－２７９－９４９（月～土１０時～１８時）

第１弾

　いつでもメニュー

海鮮焼売（４個入り）/
海老入り蒸餃子（８個入り）

週間　 メニュー情報 2016-NO.45 コープ配食サービス・おかず献立表

　期間 2016・1/23～1/28
☆届きましたら冷蔵庫で保管して、当日午後１０時までにお召し上がりください。
☆容器は軽く洗浄してお戻し頂けますようご協力ください。

副菜

＜主菜の変更は、３日前までにご連絡をお願いします。＞

※玄米は白米７：玄米３の配合です。 
※当配食サービスでは国産米を使用
しております。 
※ライス容器はレンジ使用不可です。 
レンジ耐熱容器に移し、ご利用くださ
い。 

白 米 （150ｇ） 

•熱量242Kcal、蛋白質
4.1ｇ、脂質0.6ｇ、炭水化
物52.5ｇ、塩分0ｇ 

玄米ご飯 （150ｇ） 

•熱量236Kcal、蛋白質
4.4ｇ、脂質1.0ｇ、炭水化
物35.1ｇ、塩分0ｇ 


