
1月15日(月) 1月16日(火) 1月17日(水) 1月18日(木) 1月19日(金) 1月20日(土)

主菜A
にしんみりん

漬け焼き
豆腐ハンバーグ ぶり大根

ミートボールの
クリームソース

ししゃも焼き わかめご飯

小松菜と海老の中華炒め 青パパイヤのソテー うの花 ベーコンとマカロニのソテー じゃが芋と玉ねぎのソテー あさりの香り炒め

五目巾着の煮物 しぎなす 牛肉コロッケ オムレツきのこソース 豆腐の中華風あんかけ 肉団子のケチャップ煮

ビーフンサラダ ひじきとコーンのマリネ 白菜のみぞれポン酢 大根サラダ きゅうりの酢の物 コールスローサラダ

高菜しそ漬け 釜炊きしょうが漬け ごま昆布佃煮 うぐいす豆 松前漬け 大根醤油漬け

おすすめ
コメント

「にしんみりん
漬け焼き」

みりんにたっぷりと漬け
込み甘辛く焼き上げまし
た。ご飯との相性抜群で

す。

「豆腐ハンバーグ」
野菜をたっぷりと使用
したヘルシーな豆腐ハ

ンバーグです。

「ぶり大根」
食べやすい大きさのぶ
りと大根を一緒に煮込
み、じっくりと味をし

みこませました。

「ミートボールの
クリームソース」

ごろごろとした肉団子
にクリーミーなソース
をかけ仕上げました。

「ししゃも焼き」
ししゃもをこんがりと
焼き上げました。無頭
の子持ちししゃもで

す。

「わかめご飯」
磯の風味が豊かなシン
プルなわかめご飯で

す。

栄養表示
 熱量213Kcal、蛋白質12.2g、

 脂質12.5g、炭水化物12.0g、
Na631mg

 熱量259Kcal、蛋白質12.0g、
 脂質12.2g、炭水化物24.8g、

Na812mg

 熱量333Kcal、蛋白質15.1g、
 脂質17.5g、炭水化物28.8g、

Na751mg

 熱量254Kcal、蛋白質12.3g、
 脂質10.8g、炭水化物25.5g、

Na790mg

 熱量187Kcal、蛋白質12.4g、
 脂質10.3g、炭水化物11.2g、

Na419mg

 熱量362Kcal、蛋白質9.5g、
 脂質6.2g、炭水化物64.9g、

Na532mg

食塩相当量 1.6ｇ 2.1ｇ 1.9ｇ 2.0ｇ 1.1ｇ 1.4ｇ

アレルギー
小麦、大豆、卵、乳、豚肉、
えび、鶏肉、ゼラチン、ご
ま、牛肉

小麦、卵、大豆、鶏肉、
乳、もも、ゼラチン

小麦、大豆、乳、牛肉、鶏
肉、さば、ごま

小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、
豚肉、ごま、牛肉、バナナ、
りんご

大豆、小麦、鶏肉、豚肉、ゼ
ラチン、ごま、乳、えび、か
に、いか、オレンジ

小麦、卵、乳、大豆、鶏
肉、豚肉、りんご、ごま

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
1月15日(月) 1月16日(火) 1月17日(水) 1月18日(木) 1月19日(金) 1月20日(土)

主菜Ｂ 鶏ささみフライ
縞ほっけのみりん

漬け焼き
チンジャオロース ほきの塩だれ焼き 鶏肉の照焼き あじのみそ煮

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。

「縞ほっけの
みりん漬け焼き」

脂のりの良いほっけを甘
辛く仕上げました。ご飯

との相性抜群です。

「チンジャオロース」
中華料理の定番のチン

ジャオロースです。にん
にく・生姜のきいた味付
けに仕上げたご飯の進む

一品です。

「ほきの塩だれ焼き」
黒胡椒のきいたたれを
たっぷりとかけまし

た。

「鶏肉の照焼き」
甘辛いたれとこんがり
と焼き上げた鶏肉がよ
く合い食欲が進みま

す。

「あさりの香り炒め」
マッシュルームとあさ
りをにんにく、バジル
をきかせ香ばしく仕上

げました。

栄養表示
 熱量224Kcal、蛋白質9.9g、
 脂質11.5g、炭水化物20.0g、

Na596mg

 熱量216Kcal、蛋白質13.7g、
 脂質7.0g、炭水化物23.6g、

Na758mg

 熱量281Kcal、蛋白質11.2g、
 脂質14.1g、炭水化物28.6g、

Na916mg

 熱量168Kcal、蛋白質14.2g、
 脂質4.1g、炭水化物16.9g、

Na589mg

 熱量213Kcal、蛋白質14.3g、
 脂質9.6g、炭水化物16.4g、

Na465mg

 熱量273Kcal、蛋白質18.9g、
 脂質8.2g、炭水化物19.6g、

Na835mg

食塩相当量 1.5ｇ 1.9ｇ 2.3ｇ 1.5ｇ 1.2ｇ 2.1ｇ

アレルギー
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、
豚肉、えび、ゼラチン、ご
ま、牛肉

小麦、大豆、卵、乳、も
も、ゼラチン

小麦、大豆、鶏肉、豚肉、ゼ
ラチン、ごま、乳、牛肉、さ
ば

小麦、大豆、卵、鶏肉、乳、
牛肉、バナナ、豚肉、りん
ご、ゼラチン

大豆、小麦、鶏肉、ごま、豚
肉、ゼラチン、乳、えび、か
に、いか、オレンジ

小麦、大豆、卵、乳、鶏
肉、豚肉、りんご、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

1月第2週 1月18日 1月16日

大人気メニュー 木曜プレミアムメニュー 空弁

オムライス チキン南蛮弁当 贅沢海鮮釜めし

 熱量441Kcal、蛋白質12.8g、
 脂質16.2g、炭水化物58.0g、

Na1285mg、塩分3.3ｇ

 熱量632Kcal、蛋白質20.4g、
 脂質25.3g、炭水化物78.7g、

Na1154mg、塩分2.9ｇ

熱量450Kcal、蛋白質17.7g、
脂質2.0g、炭水化物 94.3g、
Na1595mg、塩分4.1ｇ

卵、乳、大豆、鶏肉、豚
肉、りんご

小麦、大豆、豚肉、鶏肉、ご
ま、卵

小麦、かに、大豆、さ
け、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.44 コープ配食サービス・おかず献立表

低カロリー食

　期間 2018・1/15～1/20 ☆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。


