
普通食

4月24日(月) 4月25日(火) 4月26日(水) 4月27日(木) 4月28日(金) 4月29日(土)

主菜A
わかさぎの
南蛮漬け

ジンギスカン 銀鮭の塩焼き
鶏肉の

ガリバターソース
にしんみりん

漬け焼き
三色そぼろご飯

キヌサヤと卵のソテー チンゲン菜と塩昆布の炒め物 ピーマンとツナのソテー しらたきの五目炒め ぜんまいと挽肉の味噌炒め キャベツとベーコンのコンソメソテー

三角信田の煮物 しゅうまいのチリソース 高野豆腐の煮物 揚げなす南蛮 かぼちゃの煮物 煮卵と大根の煮物

カリフラワーのゆかり和え 春雨の生姜風味サラダ なます かにかまサラダ ごぼうの彩サラダ うどとワカメの酢味噌和え

野沢菜昆布 ザーサイ漬け ごま菜 しそ昆布佃煮 福神漬け 釜炊きしょうが漬け

おすすめ
コメント

★新メニュー★
「キヌサヤと卵のソテー」
旬のきぬさやを使用し、甘

辛く味付けしました。

「ジンギスカン」
北海道の郷土料理であるジン
ギスカンをやわらかいラム肉
を使用してつくりました。是
非ご家庭でお楽しみくださ

い。

「銀鮭の塩焼き」
脂ののった銀鮭をシンプ
ルな塩味で焼き上げまし

た。

「鶏肉のガリバターソー
ス」　　にんにくとバター
の風味がきいたソースと鶏

肉が相性抜群です。

★新メニュー★
「ぜんまいと挽肉の味噌炒

め」　　　ぜんまいに含まれ
るカリウムはナトリウムを、
体外に排出してくれる効果が
高く血糖値や血圧を下げる役

割があります。

　「三色そぼろご飯」
鶏そぼろ・卵・ほうれん
草をトッピングした三色

そぼろご飯です。

栄養表示
熱量309Kcal、蛋白質11.5g、
脂質15.0g、炭水化物22.4g、
Na859mg

熱量302Kcal、蛋白質14.9g、
脂質13.3g、炭水化物28.6g、
Na1406mg

熱量284Kcal、蛋白質16.6g、
脂質13.5g、炭水化物22.4g、
Na879mg

熱量316Kcal、蛋白質13.5g、
脂質19.7g、炭水化物22.9g、
Na1037mg

熱量305Kcal、蛋白質13.8g、
脂質15.4g、炭水化物26.2g、
Na915mg

熱量369Kcal、蛋白質10.9g、
脂質6.9g、炭水化物63.5g、
Na858mg

食塩相当量 2.2g 3.6g 2.2g 2.6g 2.3g 2.2g

アレルギー 小麦、卵、大豆、乳、鶏肉
小麦、大豆、りんご、卵、
鶏肉、乳、豚肉、ゼラチ
ン、ごま、えび

さけ、小麦、大豆、鶏肉、
豚肉、ゼラチン、ごま、や
まいも

小麦、乳、大豆、鶏肉、さ
ば、豚肉、ごま、えび、か
に、卵

小麦、大豆、豚肉、卵、ご
ま

小麦、大豆、卵、乳、鶏
肉、豚肉、えび、かに、り
んご

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

4月24日(月) 4月25日(火) 4月26日(水) 4月27日(木) 4月28日(金) 4月29日(土)

主菜Ｂ 炭火焼き鳥風 さんまのおかか煮 とんかつ ぶりの照焼き 親子煮
あんこうの
竜田揚げ

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

「炭火焼き鳥風」
こんがりと焼き目を付け、
あっさりとした塩味に仕上

げました。

★新メニュー★
「チンゲン菜と

塩昆布の炒め物」
昆布の旨味を生かしあっさ
りとした味付けに仕上げま

した。

「とんかつ」
サクッとジューシーに揚げ
ました。お好みでレモンを
かけてお召し上がりくださ

い。

★新メニュー★
「しらたきの五目炒め」

たっぷりの白滝と野菜を使
用したヘルシーな一品で

す。

「親子煮」
甘辛く煮た鶏肉と卵を親子
丼風の味付けに仕上げまし

た。

☆感謝メニュー☆
「うどとワカメの

酢味噌和え」
春が旬の山菜、うどを使用

しました。

栄養表示
熱量295Kcal、蛋白質14.8g、
脂質18.0g、炭水化物19.0g、
Na979mg

熱量317Kcal、蛋白質14.9g、
脂質14.7g、炭水化物30.0g、
Na1391mg

熱量353Kcal、蛋白質16.0g、
脂質17.4g、炭水化物31.8g、
Na854mg

熱量359Kcal、蛋白質17.7g、
脂質22.0g、炭水化物21.4g、
Na890mg

熱量338Kcal、蛋白質16.3g、
脂質12.7g、炭水化物38.7g、
Na1401mg

熱量279Kcal、蛋白質12.2g、
脂質12.6g、炭水化物28.4g、
Na887mg

食塩相当量 2.5g 3.5g 2.2g 2.3g 3.6g 2.3g

アレルギー 小麦、卵、乳、大豆、鶏肉
小麦、ごま、卵、大豆、鶏
肉、りんご、乳、豚肉、ゼ
ラチン、えび

小麦、大豆、豚肉、鶏肉、
ゼラチン、ごま

小麦、大豆、さば、豚肉、
ごま、えび、かに、卵

小麦、卵、乳、大豆、鶏
肉、豚肉、ごま

小麦、大豆、卵、乳、鶏
肉、豚肉、えび、かに、り
んご

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4週 4月27日 4月25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）
炭火焼きつくね丼

春のおにぎり
行楽弁当

北の潮
彩づくし

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681Kcal、蛋白質
24.8g、脂質19.8g、炭水
化物97.8g、
Na1009mg、塩分2.6ｇ

熱量860Kcal、蛋白質
32.6g、脂質34.7g、炭水
化物95.2g、
Na1034mg、塩分2.6ｇ

熱量427Kcal、蛋白質
16.1g、脂質4.0g、炭水化
物81.8g、
Na1528mg、塩分3.9ｇ

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、りんご、ごま

小麦、大豆、鶏肉、豚
肉、卵、乳、ゼラチン、
えび、ごま

小麦、卵、かに、さけ、
大豆

　いつでもメニュー

週間　 メニュー情報 2017-NO.6 コープ配食サービス・おかず献立表

　期間 2017・4/24～4/29 ☆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。
（容器が入らなければ小鉢を取り出して、小鉢のみ冷蔵庫に入れてください。）
☆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。＞

　★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。

※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 


