
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
豚バラとごぼう

の甘辛煮
いわしフライ

鶏肉の和風
マヨネーズ焼き

さばのもろみ
漬け焼き

豚肉のごま味噌煮 彩りピラフ

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 いかの塩辛

おすすめ
コメント

「豚バラと
ごぼうの甘辛煮」

醤油をベースに甘辛く仕
上げました。ご飯との相

性抜群です。

「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。

「鶏肉の和風
マヨネーズ焼き」

鶏肉に味噌とマヨネーズ
を合わせたソースをのせ
こんがりと焼き上げまし

た。

「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

き上げました。

「豚肉のごま味噌煮」
ごまの香ばしい香りと、
コクのある味付け煮込み
ました。ご飯が進む一品

です。

「彩りピラフ」
高菜・玉葱・人参・パプ
リカ・とうもろこしを使
用しバターの風味が豊か

に仕上げました。

栄養表示
 熱量398Kcal、蛋白質13.7g、

 脂質26.9g、炭水化物21.8g、
Na795mg

 熱量341Kcal、蛋白質12.6g、
 脂質16.7g、炭水化物34.3g、

Na776mg

 熱量377Kcal、蛋白質14.8g、
 脂質21.2g、炭水化物32.1g、

Na754mg

 熱量380Kcal、蛋白質16.4g、
 脂質21.3g、炭水化物27.2g、

Na604mg

 熱量286Kcal、蛋白質13.9g、
 脂質14.7g、炭水化物23.2g、

Na526mg

 熱量417Kcal、蛋白質13.4g、
 脂質9.0g、炭水化物69.2g、

Na1360mg

食塩相当量 2.0ｇ 2.0ｇ 1.9ｇ 1.5ｇ 1.3ｇ 3.5ｇ

アレルギー
小麦、大豆、豚肉、卵、
乳、えび、鶏肉、ゼラチ
ン、ごま、牛肉

小麦、大豆、豚肉、卵、
乳、もも、ゼラチン

小麦、卵、大豆、鶏肉、乳、
牛肉、さば、ごま

さば、大豆、小麦、卵、
乳、豚肉、鶏肉、牛肉、
バナナ、りんご

小麦、大豆、豚肉、ごま、
乳、鶏肉、えび、かに、ゼラ
チン、いか、オレンジ

大豆、小麦、卵、乳、鶏
肉、豚肉、りんご、ご
ま、いか

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
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 たらのムニエル 豚肉と葱の炒め物 さんまのおかか煮 根菜つくねバーグ
さわらの

麹漬け焼き
鶏肉のオーロラ

ソース

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

「たらのムニエル」
バターの風味が香る一
品です。タルタルソー

スを添えました。

「豚肉と葱の炒め物」
あっさりとした塩味ベー
スで仕上げました。ご飯

との相性抜群です。

「さんまのおかか煮」
さんまを柔らかく煮込み
ました。かつおぶしの香
りが豊かな一品です。

「根菜つくねバーグ」
食感のよい根菜をつく
ねの生地に練りこみ、
甘辛いたれをかけた一

品です。

「さわらの麹漬け焼き」
麹とは蒸したお米にこう
じ菌をつけ、発酵させた
ものです。ビタミンＢ群
や体に必要なアミノ酸が
豊富に含まれています。

「鶏肉のオーロラ
ソース」

鶏肉にトマトケチャッ
プとマヨネーズでマイ
ルドに仕上げたソース

をかけました。

栄養表示
 熱量304Kcal、蛋白質15.5g、

 脂質14.9g、炭水化物22.3g、
Na834mg

 熱量288Kcal、蛋白質12.2g、
 脂質14.8g、炭水化物26.4g、

Na860mg

 熱量350Kcal、蛋白質13.9g、
 脂質18.7g、炭水化物32.0g、

Na863mg

 熱量289Kcal、蛋白質12.8g、
 脂質9.2g、炭水化物37.1g、

Na854mg

 熱量288Kcal、蛋白質18.6g、
 脂質11.5g、炭水化物26.0g、

Na722mg

 熱量324Kcal、蛋白質19.1g、
 脂質16.9g、炭水化物23.5g、

Na1142mg

食塩相当量 2.1ｇ 2.2ｇ 2.2ｇ 2.2ｇ 1.8ｇ 2.9ｇ

アレルギー
小麦、乳、大豆、卵、豚
肉、えび、鶏肉、ゼラチ
ン、ごま、牛肉

小麦、大豆、豚肉、卵、
乳、もも、ゼラチン

小麦、ごま、乳、牛肉、大
豆、鶏肉、さば

小麦、卵、乳、大豆、鶏
肉、豚肉、牛肉、バナ
ナ、りんご

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

小麦、卵、乳、大豆、鶏
肉、豚肉、りんご、ご
ま、いか

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

☆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 2018・1/15～1/20

普通食
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

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）

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。


