
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 ぶりの西京焼き
チキン南蛮

タルタルソース
鮭のピリ辛
チリソース

ポークチャップ
わかさぎの野菜
マリネソース

あさりご飯

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 すじこ きゅうりの漬物

おすすめ
コメント

「ぶりの照焼き」
ぶりに甘辛いたれを塗
り、焼き上げました。

「チキン南蛮
タルタルソース」

カリッと揚げたチキン
の竜田揚げと酸味のき
いたソースが相性抜群

です。

☆天使大学メニュー☆
「鮭のピリ辛
チリソース」

ピリッとした手作りの
ソースと合わせたカ

シューナッツの食感が楽
しい一品です。

「ポークチャップ」
ケチャップの酸味をき
かせ仕上げました。ご
飯の進む一品です。

「わかさぎの
野菜マリネソース」

さっぱりとしたマリネ
液に漬けこんだ野菜が
食欲をそそります。

「あさりご飯」
あさりの旨味と生姜味
のきいた混ぜご飯で

す。

栄養表示
 熱量372Kcal、蛋白質18.4g、

 脂質18.6g、炭水化物30.5g、
Na648mg

 熱量367Kcal、蛋白質14.4g、
 脂質24.5g、炭水化物21.4g、

Na1076mg

 熱量401Kcal、蛋白質20.7g、
 脂質22.4g、炭水化物27.2g、

Na731mg

 熱量330Kcal、蛋白質16.4g、
 脂質18.4g、炭水化物24.2g、

Na857mg

 熱量433Kcal、蛋白質13.1g、
 脂質22.3g、炭水化物33.4g、

Na988mg

 熱量438Kcal、蛋白質12.1g、
 脂質11.8g、炭水化物65.0g、

Na919mg

食塩相当量 1.6ｇ 2.7ｇ 1.9ｇ 2.2ｇ 2.5ｇ 2.3ｇ

アレルギー 小麦、大豆、乳、ごま
小麦、大豆、鶏肉、ご
ま、豚肉、卵、やまい
も、ゼラチン

大豆、さけ、小麦、卵、
えび、かに、カシュー
ナッツ

小麦、大豆、鶏肉、豚肉、ゼ
ラチン、ごま、卵、乳、え
び、かに、いか、オレンジ

小麦、大豆、卵、えび、
かに、りんご、鶏肉、い
くら

小麦、乳、さけ、大豆、
ごま、落花生、卵、鶏
肉、りんご、牛肉、豚肉

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
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 焼き餃子 さんまの蒲焼
鶏肉のマッシュ
ポテトソース

サーモン
フライ

豚肉の
焼肉風炒め

あじのムニエル

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

「焼き餃子」
にんにく不使用で作っ
たあっさりした餃子を
ジューシーに仕上げま

した。

「さんまの蒲焼」
甘みのある蒲焼のたれ
をさんまに塗り、香ば
しく焼き上げたごはん
によく合う一品です。

　「鶏肉のマッシュ
ポテトソース」

塩こしょうで味付けし
た鶏肉になめらかな

マッシュポテトのソー
スのせました。

「サーモンフライ」
北海道産の秋鮭をサ

クッと揚げました。レ
モンをかけてさっぱり
とお召し上がりくださ

い。

「豚肉の焼肉風炒め」
甘辛い味付けで香ばし
く仕上げました。ご飯

の進む一品です。

「あじのムニエル」
あじに含まれるDHAには
コレステロールを低下さ
せると共に脳細胞の働き
を活性化する効果がある

と言われています。

栄養表示
 熱量403Kcal、蛋白質9.4g、
 脂質12.9g、炭水化物43.7g、

Na1144mg

 熱量286Kcal、蛋白質16.4g、
 脂質16.5g、炭水化物16.8g、

Na1070mg

 熱量379Kcal、蛋白質19.4g、
 脂質20.2g、炭水化物27.8g、

Na806mg

 熱量299Kcal、蛋白質13.8g、
 脂質15.1g、炭水化物26.9g、

Na609mg

 熱量416Kcal、蛋白質18.7g、
 脂質13.2g、炭水化物30.1g、

Na1028mg

 熱量315Kcal、蛋白質20.6g、
 脂質14.1g、炭水化物21.4g、

Na1070mg

食塩相当量 2.9ｇ 2.7ｇ 2.0ｇ 1.5ｇ 2.6ｇ 2.7ｇ

アレルギー
小麦、大豆、鶏肉、豚
肉、ごま、乳

小麦、大豆、ごま、豚
肉、卵、やまいも、ゼラ
チン

大豆、小麦、鶏肉、卵、
えび、かに、乳

小麦、乳、さけ、大豆、卵、
豚肉、えび、かに、ごま、鶏
肉、いか、オレンジ

小麦、大豆、豚肉、ご
ま、えび、かに、鶏肉、
いくら

小麦、乳、大豆、ごま、
落花生、卵、鶏肉、りん
ご、牛肉、豚肉

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

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）

☆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。

　期間 2017・7/17～7/22

普通食
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

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。


