
7月17日(月) 7月18日(火) 7月19日(水) 7月20日(木) 7月21日(金) 7月22日(土)

主菜A 鶏肉の山椒焼き
ほきの

塩だれ焼き
肉団子酢豚風 さば照焼き

鶏肉の
香味ソース

生姜ごはん

コーンとマッシュルームのソテー ずいきとしらたきの炒め煮 ヤングコーンの炒め物 ジャーマンポテト 大豆とひじきの煮物 こんにゃくのごま風味炒め

野菜コロッケ はんぺんの彩あんかけ 道産たこのさつま揚げ 五目巾着の炊き合わせ かぼちゃのそぼろあん 黄金育ちの玉子焼き・赤ウインナー

春雨サラダ ほうれん草のごま和え スパゲティサラダ　 キャベツとコーンのサラダ わかめと葱のぬた 小松菜のアーモンド和え

彩り広島菜漬け 野沢菜昆布 赤いんげん豆 松前漬け 福神漬け きゅうりの漬物

おすすめ
コメント

「鶏肉の山椒焼き」
ピリッとした山椒の香
りが広がる一品です。

「ほきの塩だれ焼き」
ほきは脂肪酸であるＤＨ
ＡやＥＰＡを含み、血液
をサラサラにし高血圧の
予防や脳内の血管を健康
に保つ役割があります。

「肉団子酢豚風」
さっぱりとコクのある
たれを使用しました。
ご飯が進む一品です。

「さば照焼き」
脂ののったさばを甘辛
く焼き上げました。

「鶏肉の香味ソース」
しょうゆをベースにご
ま油・紹興酒・長葱を
合わせた香ばしいソー
スを鶏肉にかけまし

た。

「生姜ご飯」
辛みが程よくきいた千
切り生姜と日高昆布の
旨味が際立つスープを
混ぜ込み炊きあげまし

た。

栄養表示
 熱量289Kcal、蛋白質12.9g、

 脂質12.7g、炭水化物28.9g、
Na687mg

 熱量159Kcal、蛋白質13.2g、
 脂質2.7g、炭水化物20.2g、

Na662mg

 熱量309Kcal、蛋白質14.5g、
 脂質15.5g、炭水化物26.7g、

Na830mg

 熱量252Kcal、蛋白質11.8g、
 脂質15.7g、炭水化物14.6g、

Na492mg

 熱量254Kcal、蛋白質13.6g、
 脂質8.5g、炭水化物28.4g、

Na811mg

 熱量411Kcal、蛋白質10.4g、
 脂質9.6g、炭水化物64.4g、

Na575mg

食塩相当量 1.7ｇ 1.7ｇ 2.1ｇ 1.2ｇ 2.1ｇ 1.5ｇ

アレルギー
小麦、大豆、鶏肉、乳、
ごま

小麦、大豆、ごま、豚
肉、卵、やまいも、ゼラ
チン

大豆、小麦、卵、乳、鶏
肉、豚肉、ごま、ゼラチ
ン、えび、かに

小麦、さば、大豆、卵、乳、
豚肉、えび、かに、ごま、鶏
肉、いか、オレンジ

小麦、大豆、鶏肉、さ
ば、乳、えび、かに

小麦、さば、大豆、鶏
肉、ごま、卵、りんご、
牛肉、豚肉、落花生

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
7月17日(月) 7月18日(火) 7月19日(水) 7月20日(木) 7月21日(金) 7月22日(土)

主菜Ｂ かに玉 豚肉の生姜焼き めぬき西京焼き 鶏肉の照焼き
道産宗八かれい

の煮付け
ハンバーグ
デミソース

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

「かに玉」
ふんわりとした卵と醤
油ベースのタレがご飯
との相性が抜群の一品

です。

「豚肉の生姜焼き」
さっぱりと生姜のきい
た味付けでご飯が進み

ます。

「めぬき西京焼き」
あっさりとしためぬき
をコクのある白味噌で
漬け込み、焼き上げま

した。

「鶏肉の照焼き」
こんがりと焼いた鶏肉
と甘辛い照焼きたれが

相性抜群です。

「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。

「ハンバーグ
デミソース」

ジューシーなハンバー
グにコクのあるデミグ
ラスソースをかけ仕上

げました。

栄養表示
 熱量316Kcal、蛋白質5.7g、

 脂質9.8g、炭水化物26.8g、
Na728mg

 熱量251Kcal、蛋白質14.5g、
 脂質13.6g、炭水化物16.0g、

Na847mg

 熱量253Kcal、蛋白質17.2g、
 脂質12.2g、炭水化物16.7g、

Na527mg

 熱量234Kcal、蛋白質15.0g、
 脂質11.8g、炭水化物16.5g、

Na807mg

 熱量223Kcal、蛋白質17.7g、
 脂質2.4g、炭水化物26.9g、

Na991mg

 熱量296Kcal、蛋白質13.2g、
 脂質16.9g、炭水化物19.0g、

Na869mg

食塩相当量 1.8ｇ 2.2ｇ 1.3ｇ 2.0ｇ 2.5ｇ 2.2ｇ

アレルギー
かに、小麦、卵、乳、大
豆、鶏肉、ごま

小麦、大豆、豚肉、ご
ま、卵、やまいも、ゼラ
チン

大豆、小麦、卵、えび、
かに

小麦、さば、大豆、鶏肉、
卵、乳、豚肉、えび、かに、
ごま、いか、オレンジ

小麦、大豆、鶏肉、え
び、かに

小麦、乳、牛肉、大豆、鶏
肉、卵、りんご、豚肉、ご
ま、落花生、バナナ

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

7月第3週 7月20日 7月18日

大人気メニュー 木曜プレミアムメニュー 空弁

海鮮中華丼 うなぎそぼろ弁当 かにめし

 熱量583Kcal、蛋白質26.2g、
 脂質10.5g、炭水化物91.7g、

Na1098mg、塩分2.8ｇ

 熱量728Kcal、蛋白質27.7g、
 脂質24.7g、炭水化物96.9g、

Na911mg、塩分2.3ｇ

 熱量476Kcal、蛋白質19.2g、
 脂質3.2g、炭水化物92.8g、

Na1696mg、塩分4.3ｇ

えび、かに、小麦、い
か、大豆、鶏肉、豚肉、
ゼラチン、ごま

小麦、大豆、卵、乳、鶏
肉、豚肉、落花生、ごま

かに、卵、大豆、小麦

＜主菜の変更は、３日前までにご連絡をお願いします。＞

　★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）

週間　 メニュー情報
2017　-　NO.18 コープ配食サービス・おかず献立表

低カロリー食

　期間 2017・7/17～7/22 ☆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。

副菜

白 米 （150ｇ）

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

玄米ご飯（150ｇ）

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

※玄米は 白米7：玄米3 の配合です。

※当配食サービスでは 道産米 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。


