
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
にしんの
一夜干し

焼き餃子 あじフライ
グリルチキン
トマトソース

さばのもろみ
漬け焼き

カリカリ梅ご飯

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 すじこ うぐいす豆 甘口しそみそ ゆず大根

おすすめ
コメント

★新メニュー★
「にしんの一夜干し」

ニシンに含まれるカルシ
ウム、マグネシウム、リ

ン、ビタミンDは丈夫な骨
を作る働きがあると言わ

れています。

「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。

「あじフライ」
サクサクとした衣でこ
んがりと揚げました。
レモンをかけてさっぱ
りとお召し上がりくだ

さい。

「グリルチキン
トマトソース」

トマトの酸味がきいた
ソースとオリーブオイ
ルを塗り焼き上げた鶏
肉が相性抜群です。

「さばの
もろみ漬け焼き」

脂ののったさばをもろ
みにじっくりと漬けこ
み焼き上げたご飯との
相性抜群の一品です。

「カリカリ梅ご飯」
梅の豊かな香りと食感
が楽しめる一品です。

栄養表示
 熱量323Kcal、蛋白質19.7g、

 脂質18.5g、炭水化物21.9g、
Na973mg

 熱量339Kcal、蛋白質10.8g、
 脂質10.1g、炭水化物34.5g、

Na1323mg

 熱量385Kcal、蛋白質18.6g、
 脂質24.6g、炭水化物21.4g、

Na1417mg

 熱量303Kcal、蛋白質15.5g、
 脂質15.7g、炭水化物24.2g、

Na833mg

 熱量468Kcal、蛋白質19.1g、
 脂質26.1g、炭水化物32.3g、

Na834mg

 熱量401Kcal、蛋白質8.6g、
 脂質9.5g、炭水化物67.1g、

Na1138mg

食塩相当量 2.5ｇ 3.4ｇ 3.6ｇ 2.1ｇ 2.1ｇ 2.9ｇ

アレルギー
小麦、乳、牛肉、大豆、
鶏肉、ごま

小麦、大豆、鶏肉、豚
肉、ごま、ゼラチン、え
び、かに

小麦、大豆、卵、乳、えび、
鶏肉、豚肉、ゼラチン、ご
ま、いくら

小麦、大豆、鶏肉、さ
ば、ゼラチン、乳

小麦、大豆、ごま、さ
ば、卵、鶏肉、りんご、
牛肉、豚肉

ごま、卵、小麦、大豆、
鶏肉、豚肉

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
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
豚肉のハニー

マスタード炒め
ぶりの

照漬け焼き
鶏肉の

ハンガリー煮込み 赤魚の煮付け
ハンバーグ
きのこデミ

グラスソース

たらの塩麹
マヨネーズ焼き

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

「豚肉のハニー
マスタード炒め」

ピリッとしたマスター
ドにハチミツを加え、
まろやかな味わいに仕

上げました。

☆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。

「鶏肉の
ハンガリー煮込み」

ハンガリーはパプリカの
一大産地でパプリカ粉を
使用した煮込み料理をハ
ンガリー煮込みと呼ばれ

ています。

「赤魚の煮付け」
生姜をきかせた煮汁で
じっくりと煮込みまし

た。

「ハンバーグきのこ
デミグラスソース」

ジューシーなハンバー
グに濃厚なデミグラス
ソースをかけ仕上げま

した。

「ふきのおかか炒め」
ふきには、細胞の新陳
代謝を促進し、皮ふや
粘膜の機能維持や成長
に役立つビタミンＢ2
が含まれています。

栄養表示
 熱量336Kcal、蛋白質15.6g、

 脂質19.4g、炭水化物26.7g、
Na907mg

 熱量294Kcal、蛋白質16.6g、
 脂質13.6g、炭水化物26.3g、

Na1175mg

 熱量345Kcal、蛋白質20.7g、
 脂質20.7g、炭水化物18.9g、

Na1335mg

 熱量271Kcal、蛋白質16.2g、
 脂質8.3g、炭水化物23.7g、

Na1002mg

 熱量391Kcal、蛋白質15.6g、
 脂質17.4g、炭水化物38.3g、

Na1006mg

 熱量281Kcal、蛋白質14.1g、
 脂質15.2g、炭水化物20.3g、

Na742mg

食塩相当量 2.3ｇ 3.0ｇ 3.4ｇ 2.5ｇ 2.6ｇ 1.9ｇ

アレルギー
乳、大豆、豚肉、りん
ご、小麦、牛肉、鶏肉、
ごま

小麦、大豆、豚肉、鶏
肉、ゼラチン、ごま、え
び、かに

小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、
えび、豚肉、ゼラチン、ご
ま、いくら

小麦、大豆、さば、ゼラ
チン

小麦、大豆、ごま、乳、
牛肉、鶏肉、卵、りん
ご、豚肉、バナナ

小麦、卵、大豆、鶏肉、
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

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

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・11/13～11/18

普通食
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

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。


