
9月18日(月) 9月19日(火) 9月20日(水) 9月21日(木) 9月22日(金) 9月23日(土)

主菜A えびフライ
ミートボールの
ケチャップ煮

さばのもろみ
漬け焼き

牛肉のブラウン
ソース

かれいの唐揚げ 鶏めし

ふきとメンマの炒め物 コーンとマッシュルームのソテー 四川風春雨 うの花 ペンネアラビアータ ほうれん草の卵ソテー

湯葉まんじゅう 肉じゃが えびとブロッコリーのうま塩豆腐 野菜コロッケ 五目巾着の煮物 酪農鍋

紅白なます スパゲティサラダ　 コールスローサラダ 三菜浸し 玉子サラダ 野沢菜入り大根サラダ

梅風味白菜漬け なら漬 うぐいす豆 大根醤油漬け しそ昆布佃煮 甘らっきょう

おすすめ
コメント

☆感謝メニュー☆
「えびフライ」

サクサクと揚げたえび
フライに酸味のきいた
タルタルソースを添え

ました。

「ミートボールの
ケチャップ煮」

トマトピューレをベース
にしたソースが昔懐かし
い味わいの一品です。

「えびとブロッコリーの
うま塩豆腐」

鶏ガラのだしをきかせ
あっさりとした味付けに

仕上げました。

「牛肉の
ブラウンソース」

じっくりと時間をかけ柔
らかく煮込んだ牛肉が上

品な味わいです。

「かれいの唐揚げ」
カレイに多く含まれてい

る脂溶性のビタミンDは健
康な骨の維持と形成の促
進などの役割があると言

われています。

「鶏めし」
昆布だしがきいたやさ
しい味付けです。ごぼ
うの風味が豊かなご飯

です。

栄養表示
 熱量346Kcal、蛋白質13.0g、

 脂質19.5g、炭水化物30.2g、
Na1216mg

 熱量342Kcal、蛋白質13.0g、
 脂質14.3g、炭水化物39.3g、

Na922mg

 熱量362Kcal、蛋白質16.6g、
 脂質21.3g、炭水化物24.1g、

Na945mg

 熱量416Kcal、蛋白質11.4g、
 脂質24.9g、炭水化物35.7g、

Na716mg

 熱量349Kcal、蛋白質16.7g、
 脂質19.4g、炭水化物25.9g、

Na900mg

 熱量432Kcal、蛋白質12.2g、
 脂質9.4g、炭水化物72.6ｇ、

Na793mg

食塩相当量 3.1g 2.3g 2.4g 1.8g 2.3g 2.0g

アレルギー
えび、小麦、卵、大豆、
豚肉、ごま、かに、乳、
鶏肉

小麦、卵、乳、大豆、鶏
肉、豚肉、りんご、ごま

さば、大豆、えび、小
麦、鶏肉、豚肉、ゼラチ
ン、ごま、卵

小麦、乳、大豆、さば、
牛肉、鶏肉、バナナ、豚
肉、りんご

小麦、大豆、卵、乳、鶏
肉

小麦、大豆、鶏肉、卵、
乳、豚肉、ごま、もも、
ゼラチン

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
9月18日(月) 9月19日(火) 9月20日(水) 9月21日(木) 9月22日(金) 9月23日(土)

主菜Ｂ 焼き餃子 いわしフライ
鶏肉の辛子

マヨネーズ焼き
あじの

照り漬焼き
豚肉と野菜の

塩麹炒め
鮭の粕漬け焼き

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」
にんにく不使用であっ

さりとした餃子を
ジューシーに焼き上げ

ました。

「いわしフライ」
いわしにはコレステロー
ルの代謝促進や肝臓強化
に優れた効果を発揮する
タウリンや貧血を予防す
る鉄分を豊富に含んでい

ます。

「鶏肉の辛子
マヨネーズ焼き」

ピリッとしたからしの風
味をいかしたマイルドな
ソースで焼き上げまし

た。

「あじの照り漬焼き」
あじを甘辛いたれにたっ
ぷりと漬け込みこんがり

と焼き上げました。

「豚肉と野菜の
塩麹炒め」

塩麹は乳酸菌やビタミン
などを豊富に含んでいる
ことから脳の代謝を上げ
る働きや疲労回復効果が
あると言われています。

「酪農鍋」
北海道は早くから酪農が
盛んで、乳製品を好んで
食べるところから酪農鍋

が作られました。

栄養表示
 熱量349Kcal、蛋白質10.4g、

 脂質11.3g、炭水化物32.6g、
Na1415mg

 熱量419Kcal、蛋白質16.3g、
 脂質20.7g、炭水化物39.7g、

Na753mg

 熱量320Kcal、蛋白質15.3g、
 脂質18.0g、炭水化物23.0g、

Na676mg

 熱量323Kcal、蛋白質17.4g、
 脂質13.8g、炭水化物31.9g、

Na1226mg

 熱量351Kcal、蛋白質13.3g、
 脂質20.4g、炭水化物27.9g、

Na1217mg

 熱量285Kcal、蛋白質19.7g、
 脂質12.4g、炭水化物21.4g、

Na899mg

食塩相当量 3.6g 1.9g 1.7g 3.1g 3.1g 2.3g

アレルギー
小麦、大豆、鶏肉、豚
肉、ごま、えび、かに、
卵、乳

小麦、大豆、豚肉、乳、
卵

小麦、卵、乳、大豆、鶏
肉、りんご、えび、豚
肉、ゼラチン、ごま

小麦、大豆、乳、さば
豚肉、小麦、卵、乳、大
豆、鶏肉

さけ、卵、乳、大豆、豚
肉、小麦、鶏肉、ごま、
もも、ゼラチン

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

9月第3週 9月21日 9月19日

大人気メニュー 木曜プレミアムメニュー 空弁

神戸長田風
ぼっかけ焼きそば

アンガスビーフの
すき焼き重

北海道産
牛・豚弁当

 熱量437Kcal、蛋白質13.0g、
 脂質9.5g、炭水化物71.6g、

Na1805mg、塩分4.6ｇ

 熱量723Kcal、蛋白質18.4g、
 脂質22.9g、炭水化物105.g、

Na1053mg、塩分2.7ｇ

熱量821Kcal、蛋白質18.6g、
脂質35.4g、炭水化物 99.6g、
Na440mg、塩分1.1ｇ

小麦、乳、牛肉、大豆、
鶏肉、豚肉、りんご

小麦、牛肉、大豆、ご
ま、かに

小麦、牛肉、さば、大
豆、乳、鶏肉、豚肉、り
んご、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）

☆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・9/18～9/23

普通食
週間　 メニュー情報
2017　-　NO.27 コープ配食サービス・おかず献立表

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。


