
低カロリー食

4月17日(月) 4月18日(火) 4月19日(水) 4月20日(木) 4月21日(金) 4月22日(土)

主菜A ぶりの照焼き
豚肉のこくうま

醤油炒め
道産宗八かれいの

煮付け
鶏肉の香草焼き さわらの和風あん もち麦ご飯

小松菜とじゃが芋のバター炒め 大根葉とじゃこの炒め物 キャベツとあさりの蒸し煮 うの花 こんにゃくとさつま揚げの炒め物 竹輪の味噌炒め

かに玉 彩りしんじょうの煮物 里芋のコーンあんかけ ナポリタン 湯葉まんじゅうの炊き合わせ いか野菜棒天

チーズマカロニサラダ もやしのごま酢和え ほうれん草とごぼうの焙煎胡麻ひたし ブロッコリーのオニオンサラダ ヤングコーンとパプリカのマリネ スナップエンドウのサラダ

高菜しそ漬け 昆布豆 大根醤油漬け 甘口しそみそ 金時煮豆 ゆず大根

おすすめ
コメント

「ぶりの照焼き」
ぶりを定番の照焼きにし
ました。甘辛いたれが食

欲をそそります。

「豚肉のこくうま
醤油炒め」

にんにく・生姜をきか
せ、中華風に仕上げまし

た。

「道産宗八かれいの
煮付け」

北海道産の宗八かれいを
オリジナルの醤油だれで

煮付けにしました。

★新メニュー★
「鶏肉の香草焼き」

サクサクとしたパン粉の
食感とローズマリーの風
味が豊かな一品です。

「さわらの和風あん」
酒蒸しにしたさわらにだ
しのきいたあんをかけま

した。

「もち麦ご飯」
もち麦は食物繊維が豊富
で血糖値上昇の抑制や腸
内環境正常化に良いと言

われています。

栄養表示
熱量295Kcal、蛋白質17.7g、
脂質17.1g、炭水化物15.1g、
Na591mg

熱量240Kcal、蛋白質12.8g、
脂質14.1g、炭水化物15.5g、
Na599mg

熱量206Kcal、蛋白質17.9g、
脂質3.4g、炭水化物21.3g、
Na1000mg

熱量317Kcal、蛋白質14.4g、
脂質18.7g、炭水化物24.2g、
Na832mg

熱量219Kcal、蛋白質16.8g、
脂質9.2g、炭水化物16.4g、
Na539mg

熱量391Kcal、蛋白質9.8g、
脂質11.2g、炭水化物61.6g、
Na502mg

食塩相当量 1.5ｇ 1.5ｇ 2.5ｇ 2.1ｇ 1.4ｇ 1.3ｇ

アレルギー
小麦、大豆、えび、かに、
卵、鶏肉、豚肉、ごま、乳、
牛肉

小麦、大豆、豚肉、えび、
卵、ごま、かに

小麦、大豆、卵、乳、豚
肉、ごま

小麦、卵、乳、大豆、鶏
肉、さば、豚肉、くるみ、
りんご、ごま

小麦、大豆、豚肉、えび、
かに、卵、乳、鶏肉、ごま

卵、いか、大豆、えび、か
に、小麦、さば、豚肉、ご
ま

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

4月17日(月) 4月18日(火) 4月19日(水) 4月20日(木) 4月21日(金) 4月22日(土)

主菜Ｂ
鶏肉のきのこ
バターソース

あじのムニエル 鶏肉の黒酢炒め たらの変わり焼き 鶏肉の山椒焼き さんま塩焼き

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」

こんがりと焼いた鶏肉と
コクのあるソースがよく

合います。

「あじのムニエル」
あじに含まれる脂肪酸の
EPAは血液をサラサラに

し、血中のコレステロール
や中性脂肪を低下させる働

きがあります。

「鶏肉の黒酢炒め」
まろやかな酸味と深いコ
クのある黒酢で仕上げま

した。

「たらの変わり焼き」
たらにマヨネーズで味付
けをした具材をのせ焼き

上げました。

「鶏肉の山椒焼き」
山椒のピリッとした風味
が食欲をそそります。

「さんまの塩焼き」
骨ごと食べられるのでカ
ルシウムがたっぷりで

す。

栄養表示
熱量222Kcal、蛋白質13.3g、
脂質13.1g、炭水化物12.2g、
Na542mg

熱量219Kcal、蛋白質18.0g、
脂質8.9g、炭水化物16.2g、
Na848mg

熱量205Kcal、蛋白質12.2g、
脂質7.9g、炭水化物21.9g、
Na836mg

熱量246Kcal、蛋白質14.0g、
脂質10.6g、炭水化物23.8g、
Na648mg

熱量228Kcal、蛋白質14.9g、
脂質10.3g、炭水化物18.6g、
Na648mg

熱量300Kcal、蛋白質17.8g、
脂質20.8g、炭水化物14.2g、
Na899mg

食塩相当量 1.4ｇ 2.2ｇ 2.1ｇ 1.6ｇ 1.6ｇ 2.3ｇ

アレルギー

小麦、乳、大豆、鶏肉、え
び、かに、卵、豚肉、ご
ま、牛肉

小麦、乳、大豆、えび、
卵、ごま、鶏肉、かに

小麦、卵、乳、大豆、鶏
肉、豚肉、ごま

小麦、卵、大豆、乳、さ
ば、豚肉、くるみ、鶏肉、
りんご、ごま

小麦、乳、大豆、鶏肉、え
び、かに、卵、ごま

卵、いか、大豆、えび、か
に、小麦、さば、豚肉、ご
ま

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
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

栄養表示
熱量6Kcal,蛋白質0.3ｇ,脂質0.0

ｇ,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6Kcal,蛋白質0.3ｇ,脂質0.0
ｇ,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

第２弾 第３弾 第4弾 4月第3週 4月20日 4月18日

大人気メニュー 木曜プレミアムメニュー 空弁

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）

天然エビフライ
（3尾1パック）/

とんかつ1枚（約160ｇ）

とろ～り卵の
オムライス

甘辛豚肉
どんぶり弁当

北海道産牛・
豚わっぱめし

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

（エビフライ）熱量167Kcal、蛋白
質8.0g、脂質8.4g,炭水化物
13.8g,Na270mg、塩分0.7ｇ
（とんかつ）熱量449Kcal、蛋白質
21.4g、脂質27.3g、炭水化物
26.8g、Na384mg、塩分1.0ｇ

熱量557Kcal、蛋白質
18.0g、脂質18.2g、
炭水化物79.7g、
Na1704mg、塩分4.3ｇ

熱量756Kcal、蛋白質
21.7g、脂質34.7g、炭水
化物84.2g、Na735mg、
塩分1.9ｇ

熱量587Ｋcal、蛋白質
12.5ｇ、脂質22.6ｇ、炭
水化物78.2ｇ、Ｎａ
354mg、塩分0.9g

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

（エビフライ）えび、小
麦、卵、大豆
（とんかつ）小麦、大豆、
豚肉

小麦、卵、乳、大豆、鶏
肉、牛肉、豚肉、りん
ご、ゼラチン

小麦、大豆、豚肉、卵、
りんご

牛肉、豚肉、乳、小麦、
大豆、りんご、ごま

　いつでもメニュー

　★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）

【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。

副菜

＜主菜の変更は、３日前までにご連絡をお願いします。＞

週間　 メニュー情報 2017-NO.5 コープ配食サービス・おかず献立表

　期間 2017・4/17～4/22
☆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。

※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丌可です。 
レンジ耐熱容器に移し、ご利用ください。 
 

白 米 
（150ｇ） 

•熱
量
242
Kcal、
蛋白
質

玄米ご飯 
（150ｇ） 

•熱
量
236
Kcal、
蛋白
質


