
11月13日(月) 11月14日(火) 11月15日(水) 11月16日(木) 11月17日(金) 11月18日(土)

主菜A 鶏ささみフライ
ぶりのだし醤油

漬け焼き
豆腐入り
鶏つくね

ほきの
梅味噌焼き

豚肉の中華炒め 野沢菜ご飯

野菜炒め 四川風春雨 小松菜と海老の中華炒め キャベツとあさりの蒸し煮 じゃがいもとねぎの炒め物 ふきのおかか炒め

牛肉コロッケ きのこいっぱい麻婆豆腐 一口がんもの煮物 揚げなす南蛮 黄金育ちの玉子焼き・赤ウインナー メンチ串かつ

ブロッコリーのゆかり和え わかめのナムル風 たまごサラダ もやしと塩こんぶの和え物 オクラのごま和え コールスローサラダ

ザーサイ漬け なら漬 松前漬け うぐいす豆 甘口しそみそ ゆず大根

おすすめ
コメント

「鶏ささみフライ」
サクサクとした衣にや
わらかな鶏ささみを包
みこんがりと揚げまし

た。

「ぶりのだし醤油
漬け焼き」

北海道産のぶりを昆布
だしのきいた特製の醤
油だれに漬け込み焼き

上げました。

「豆腐入り鶏つくね」
豆腐を使用しふっくらと
仕上げたヘルシーなつく

ねです。

「ほきの梅味噌焼き」
ほきに梅の香り豊かな
たれを塗り焼き上げま

した。

「豚肉の中華炒め」
甘辛い味付けで仕上げ
ました。ご飯が進みま

す。

「野沢菜ご飯」
さっぱりとした野沢菜
の風味が香る一品で

す。

栄養表示
 熱量293Kcal、蛋白質10.3g、

 脂質13.6g、炭水化物32.7g、
Na760mg

 熱量230Kcal、蛋白質15.0g、
 脂質11.4g、炭水化物16.4g、

Na870mg

 熱量252Kcal、蛋白質12.6g、
 脂質14.0g、炭水化物18.8g、

Na820mg

 熱量181Kcal、蛋白質14.6g、
 脂質5.0g、炭水化物18.8g、

Na771mg

 熱量326Kcal、蛋白質14.5g、
 脂質18.2g、炭水化物20.3g、

Na645mg

 熱量373Kcal、蛋白質7.9g、
 脂質7.9g、炭水化物64.3g、

Na533mg

食塩相当量 1.9ｇ 2.2ｇ 2.1ｇ 2.0ｇ 1.6ｇ 1.4ｇ

アレルギー
小麦、乳、牛肉、大豆、
鶏肉、卵、ごま

小麦、大豆、豚肉、鶏
肉、ゼラチン、ごま、え
び、かに

小麦、大豆、鶏肉、豚肉、
卵、乳、えび、ゼラチン、ご
ま、いか、オレンジ

小麦、さば、大豆、ご
ま、ゼラチン

小麦、大豆、鶏肉、豚
肉、ゼラチン、ごま、
卵、りんご、牛肉

小麦、大豆、ごま、鶏
肉、豚肉、卵

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
11月13日(月) 11月14日(火) 11月15日(水) 11月16日(木) 11月17日(金) 11月18日(土)

主菜Ｂ
たらの

香味ソース
鶏肉の幽庵焼き

さわらの
もろみ漬け焼き

豚肉の柳川風
秋鮭の

粕漬け焼き
鶏肉のガリ

バターソース

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

「たらの香味ソース」
淡白なたらと酸味のき
いた香ばしいソースが

相性抜群です。

☆天使大学メニュー☆
「きのこいっぱい

麻婆豆腐」
オイスターソースをベー
スに味付けしたきのこの
旨みたっぷりの一品で

す。

「さわらの
もろみ漬け焼き」

さわらに含まれる必須脂
肪酸のエイコサペンタエ
ン酸は血行を良くし血液
をサラサラにする働きが

あります。

「キャベツと
あさりの蒸し煮」

キャベツの甘みを生か
し塩味であっさりと仕

上げました。

「秋鮭の粕漬け焼き」
北海道産の秋鮭を酒粕
の香りが豊かにこうば
しく焼き上げました。

「鶏肉のガリバター
ソース」

にんにくの香ばしい香
りが広がるソースを鶏

肉にかけました。

栄養表示
 熱量195Kcal、蛋白質13.3g、

 脂質7.3g、炭水化物20.3g、
Na765mg

 熱量224Kcal、蛋白質13.8g、
 脂質9.2g、炭水化物21.0g、

Na756mg

 熱量286Kcal、蛋白質20.2g、
 脂質15.0g、炭水化物16.1g、

Na678mg

 熱量245Kcal、蛋白質8.6g、
 脂質14.2g、炭水化物20.4g、

Na691mg

 熱量277Kcal、蛋白質18.1g、
 脂質10.6g、炭水化物20.0g、

Na615mg

 熱量257Kcal、蛋白質12.8g、
 脂質15.8g、炭水化物14.3g、

Na679mg

食塩相当量 1.9ｇ 1.9ｇ 1.7ｇ 1.8ｇ 1.6ｇ 1.7ｇ

アレルギー
小麦、乳、牛肉、大豆、
鶏肉、さば、ごま

小麦、大豆、豚肉、鶏
肉、ゼラチン、ごま、
乳、えび、かに

大豆、小麦、卵、乳、えび、
鶏肉、豚肉、ゼラチン、ご
ま、いか、オレンジ

小麦、卵、乳、さば、大
豆、豚肉、ゼラチン

さけ、小麦、大豆、ご
ま、卵、鶏肉、りんご、
牛肉、豚肉

小麦、大豆、鶏肉、豚
肉、卵、乳

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

11月第2週 11月16日 11月14日

大人気メニュー 木曜プレミアムメニュー 空弁

牛カルビ
ビビンバ丼

道産牛
バーグカレー

鮭といくらの
親子丼ぶり

 熱量742Kcal、蛋白質20.4g、
 脂質29.0g、炭水化物94.5g、

Na1335mg、塩分3.4ｇ

熱量1014Kcal,蛋白質22.2g,
 脂質51.2g,炭水化物130.6g,

Na1514mg,塩分3.8ｇ

熱量458Kcal、蛋白質17.7g、
脂質5.2g、炭水化物 85.3g、
Na2204mg、塩分5.6ｇ

小麦、牛肉、大豆、ご
ま、えび

小麦、乳、牛肉、大豆、鶏
肉、豚肉、りんご、ごま、
卵、さけ、ゼラチン

小麦、大豆、いくら、
鮭、ごま

＜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.35 コープ配食サービス・おかず献立表

低カロリー食

　期間 2017・11/13～11/18 ☆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。


