
2020年6月 メニュー情報

サ
ラ
ダ 栄養表示 熱量24Kcal、蛋白質1.3ｇ、脂質0.2ｇ、

炭水化物5.5ｇ、食塩相当量0ｇ〔推定値〕

メニュー名 彩りキャベツ月 木火 金
熱量20Kcal、蛋白質0.6ｇ、脂質0.1ｇ、
炭水化物4.5ｇ、食塩相当量0ｇ〔推定値〕

大根ミックス水 土
ご
飯 栄養表示 熱量236kcal、蛋白質4.4g、脂質1.0g、

炭水化物35.1g、食塩相当量0g〔推定値〕
熱量242kcal、蛋白質4.1g、脂質0.6g、
炭水化物52.5g、食塩相当量0g〔推定値〕

メニュー名 玄米入りごはん（150g）ライス〈白米〉（150g）

※玄米は白米7：玄米3の配合です。※道産米を使用しています。
※ライス・玄米入りごはんの容器はレンジ使用不可です。

0120-279-949
つ な ぐ きゅう しょ く

日曜日はお休みです。
月 土18:00 10:00受付時間 から から

お願い

●お弁当は冷蔵庫で保管し、当日午後
１０時までにお召し上がりください。
●松デラックス・梅ライトの容器は、軽く
すすいで配達員にご返却ください。
●電子レンジで温める場合は、ふたを
お取りください。
●都合により献立が一部変更する場
合がございます。ご了承ください。

どんなことでもお気軽に
お問い合わせください！

6月 1日  月 6月 2日  火 6月 3日  水 6月 4日  木 6月 5日  金 6月 6日  土

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

熱量188kcal、蛋白質9.4g、
脂質7.1g、炭水化物20.7g
3.1g 〔推定値〕
小麦、卵、大豆、豚肉、ごま、牛肉、
ゼラチン

メニュー名 三元豚のもちっと水餃子スープ
6月 第1週（6月1日～5日）  週

替
わ
り

サ
イ
ド
メ
ニ
ュ
ー

土
曜
プ
レ
ミ
ア
ム

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

熱量646kcal、蛋白質14.1g、
脂質21.0g、炭水化物94.0g
1.8g 〔推定値〕
小麦、牛肉、大豆

メニュー名

お届け日

北海道産牛めし
6 月 6日  土

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

主菜A

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

主菜B

梅
ラ
イ
ト

熱量294kcal、蛋白質15.3g、
脂質16.6g、炭水化物19.9g

2.0g 〔推定値〕
豚肉、乳、小麦、大豆、卵、鶏肉、ごま、
えび、かに、ゼラチン

熱量264kcal、蛋白質14.5g、
脂質13.0g、炭水化物20.4g

2.5g 〔推定値〕
さば、大豆、小麦、牛肉、鶏肉、豚肉、
えび、かに、いか、さけ

熱量277kcal、蛋白質15.2g、
脂質14.9g、炭水化物16.8g

2.1g 〔推定値〕
鶏肉、大豆、えび、かに、小麦、卵、乳

熱量273kcal、蛋白質15.6g、
脂質17.9g、炭水化物10.7g

1.8g 〔推定値〕
さけ、大豆、小麦、卵、乳、豚肉、ごま

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

熱量269kcal、蛋白質18.8g、
脂質10.4g、炭水化物19.2g

2.5g 〔推定値〕
乳、小麦、卵、大豆、鶏肉、ごま、えび、かに

熱量257kcal、蛋白質13.9g、
脂質13.8g、炭水化物18.5g

1.7g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、大豆、牛肉、豚肉、えび、
かに、いか、さけ、さば

熱量260kcal、蛋白質17.8g、
脂質11.5g、炭水化物17.7g

2.5g 〔推定値〕
大豆、小麦、えび、かに、鶏肉、卵

熱量255kcal、蛋白質17.7g、
脂質15.5g、炭水化物8.6g

1.8g 〔推定値〕

主菜A たらの照焼き鶏肉のポン酢炒め真ほっけの煮付け豚肉の柚こしょう炒め

豚肉、大豆、小麦、卵、乳、ごま

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

主菜B

竹
バ
ラ
ン
ス 

酢豚風さばの味噌煮鶏肉のスパイシーグリル鮭のパン粉焼き

第1週6月
主菜 チーズインハンバーグ鶏肉のこってり味噌煮銀鮭のムニエル黒酢酢豚道産かすべの生姜煮エビのチリソース煮

松
デ
ラ
ッ
ク
ス

栄養表示 熱量339kcal、蛋白質13.6g、
脂質16.4g、炭水化物33.6g

食塩相当量 3.8g 〔推定値〕

アレルギー 小麦、卵、乳、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、
えび

熱量408kcal、蛋白質20.0g、
脂質26.4g、炭水化物20.9g

3.3g 〔推定値〕
鶏肉、いか、大豆、小麦、卵、乳、ごま

熱量418kcal、蛋白質17.4g、
脂質29.6g、炭水化物23.1g

2.0g 〔推定値〕
さけ、小麦、卵、乳、大豆、豚肉、鶏肉

熱量287kcal、蛋白質11.1g、
脂質13.4g、炭水化物32.0g

2.1g 〔推定値〕
小麦、卵、大豆、豚肉、乳、ごま

熱量286kcal、蛋白質11.7g、
脂質12.8g、炭水化物20.6g

3.0g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、くるみ、えび

熱量301kcal、蛋白質20.0g、
脂質12.6g、炭水化物28.0g

3.3g 〔推定値〕
えび、小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、豚肉、
ごま、落花生、りんご

こまいのから揚げ
熱量279kcal、蛋白質15.1g、
脂質16.8g、炭水化物16.4g

2.5g 〔推定値〕
大豆、小麦、卵、乳、もも、ゼラチン、鶏肉、
豚肉、ごま

牛肉の甘辛炒め
熱量274kcal、蛋白質14.2g、
脂質15.5g、炭水化物18.3g

2.5g 〔推定値〕
牛肉、小麦、卵、乳、大豆、もも、ゼラチン、
ごま、鶏肉、豚肉

鶏肉の塩麹炒め
熱量252kcal、蛋白質13.7g、
脂質15.9g、炭水化物11.7g

1.8g 〔推定値〕
鶏肉、大豆、小麦、卵、豚肉、ごま、乳

ぶりの照漬け焼き
熱量278kcal、蛋白質15.6g、
脂質16.4g、炭水化物14.8g

1.8g 〔推定値〕
小麦、大豆、卵、鶏肉、豚肉、ごま、乳

オムレツ
熱量202kcal、蛋白質8.1g、
脂質7.9g、炭水化物24.0g

2.1g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、えび、かに、
牛肉、バナナ、豚肉、りんご、ごま

豚肉のプルコギ風
熱量259kcal、蛋白質14.2g、
脂質11.7g、炭水化物22.2g

2.2g 〔推定値〕
豚肉、大豆、小麦、えび、かに、鶏肉、卵、
ごま

豚肉の生姜炒め
熱量262kcal、蛋白質12.1g、
脂質13.6g、炭水化物21.0g

1.7g 〔推定値〕
豚肉、小麦、大豆、牛肉、鶏肉、えび、
かに、いか、さけ、さば

厚揚げと大根の含め煮
熱量182kcal、蛋白質4.8g、
脂質7.8g、炭水化物23.0g

1.9g 〔推定値〕
大豆、小麦、豚肉、牛肉、鶏肉、えび、かに、
いか、さけ、さば

赤魚の磯辺焼き
熱量213kcal、蛋白質13.1g、
脂質6.8g、炭水化物15.7g

1.7g 〔推定値〕
大豆、小麦、卵、乳、鶏肉、ごま、えび、かに

鶏肉の香草焼き
熱量271kcal、蛋白質15.3g、
脂質14.6g、炭水化物18.5g

2.0g 〔推定値〕
鶏肉、大豆、小麦、卵、乳、ごま、えび、かに

鶏肉のチリソースかけ
熱量333kcal、蛋白質13.6g、
脂質15.4g、炭水化物32.8g

1.9g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、乳、大豆、ごま、えび、かに

高野豆腐ときのこの炒め物
熱量270kcal、蛋白質8.5g、
脂質9.4g、炭水化物35.7g

1.3g 〔推定値〕
小麦、乳、大豆、えび、かに、ごま

ふんわり卵とブロッコリーの炒め物
熱量219kcal、蛋白質11.9g、
脂質11.4g、炭水化物18.3g

2.7g 〔推定値〕
大豆、小麦、卵、やまいも、ゼラチン、乳、
豚肉、鶏肉、ごま

焼き餃子
熱量194kcal、蛋白質9.7g、
脂質6.3g、炭水化物25.2g

2.2g 〔推定値〕
小麦、大豆、鶏肉、豚肉、卵、やまいも、
ゼラチン、ごま

豚肉の五目野菜炒め
熱量302kcal、蛋白質10.6g、
脂質17.4g、炭水化物23.4g

1.9g 〔推定値〕
豚肉、大豆、小麦、卵、りんご、えび、かに、
ごま、鶏肉、ゼラチン

ほきの菜種焼き
熱量257kcal、蛋白質16.4g、
脂質8.8g、炭水化物26.5g

2.4g 〔推定値〕
小麦、卵、大豆、りんご、さけ、ごま、
えび、かに、乳



2020年6月 メニュー情報

サ
ラ
ダ 栄養表示 熱量24Kcal、蛋白質1.3ｇ、脂質0.2ｇ、

炭水化物5.5ｇ、食塩相当量0ｇ〔推定値〕

メニュー名 彩りキャベツ月 木火 金
熱量20Kcal、蛋白質0.6ｇ、脂質0.1ｇ、
炭水化物4.5ｇ、食塩相当量0ｇ〔推定値〕

大根ミックス水 土
ご
飯 栄養表示 熱量236kcal、蛋白質4.4g、脂質1.0g、

炭水化物35.1g、食塩相当量0g〔推定値〕
熱量242kcal、蛋白質4.1g、脂質0.6g、
炭水化物52.5g、食塩相当量0g〔推定値〕

メニュー名 玄米入りごはん（150g）ライス〈白米〉（150g）

※玄米は白米7：玄米3の配合です。※道産米を使用しています。
※ライス・玄米入りごはんの容器はレンジ使用不可です。

0120-279-949
つ な ぐ きゅう しょ く

日曜日はお休みです。
月 土18:00 10:00受付時間 から から

お願い

●お弁当は冷蔵庫で保管し、当日午後
１０時までにお召し上がりください。
●松デラックス・梅ライトの容器は、軽く
すすいで配達員にご返却ください。
●電子レンジで温める場合は、ふたを
お取りください。
●都合により献立が一部変更する場
合がございます。ご了承ください。

どんなことでもお気軽に
お問い合わせください！

6月 8日  月 6月 9日  火 6月 10日  水 6月 11日  木 6月 12日  金 6月 13日  土

週
替
わ
り
メ
ニ
ュ
ー

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

熱量447kcal、蛋白質11.2g、
脂質14.7g、炭水化物64.5g
4.2g 〔推定値〕
えび、小麦、卵、大豆、鶏肉、豚肉、もも、
りんご、ゼラチン

メニュー名 ソース焼きそば
6月 第2週（6月8日～12日）  土

曜
プ
レ
ミ
ア
ム

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

熱量539kcal、蛋白質20.7g、
脂質3.2g、炭水化物102.8g
2.0g 〔推定値〕
かに、小麦、卵、大豆、鶏肉、りんご

メニュー名

お届け日

かにめし
6 月 13日  土

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

主菜A

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

主菜B

竹
バ
ラ
ン
ス 

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

主菜A

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

主菜B

梅
ラ
イ
ト

第2週6月
主菜

松
デ
ラ
ッ
ク
ス

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

赤魚の西京焼き芙蓉蟹豚肉の生姜焼きワカサギのエスカベージュ青椒肉絲天ぷら盛り合わせ
熱量290kcal、蛋白質22.3g、
脂質12.5g、炭水化物20.9g

2.9g 〔推定値〕
大豆、牛肉、小麦

熱量322kcal、蛋白質39.9g、
脂質18.9g、炭水化物24.5g

3.0g 〔推定値〕
かに、小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、ごま、
さば、豚肉、カシューナッツ

熱量361kcal、蛋白質22.1g、
脂質16.7g、炭水化物30.6g

2.8g 〔推定値〕
豚肉、大豆、えび、小麦

熱量457kcal、蛋白質11.8g、
脂質29.2g、炭水化物24.8g

1.6g 〔推定値〕
小麦、卵、大豆、乳、いか、さけ、りんご、
牛肉、豚肉

熱量295kcal、蛋白質19.2g、
脂質13.7g、炭水化物23.0g

3.2g 〔推定値〕
豚肉、かに、小麦、卵、いか、大豆、ごま、
えび

熱量330kcal、蛋白質10.0g、
脂質16.0g、炭水化物35.5g

2.3g 〔推定値〕
牛肉、小麦、大豆、卵、えび、りんご

そいの幽庵焼き照り焼きつくね　赤魚の粕漬け焼き豚キムチ炒めさわらの生姜煮鶏肉の甘酢あん
熱量281kcal、蛋白質19.4g、
脂質11.8g、炭水化物17.8g

2.4g 〔推定値〕
小麦、卵、大豆、鶏肉、豚肉、ごま、乳

熱量259kcal、蛋白質12.2g、
脂質9.7g、炭水化物18.7g

2.2g 〔推定値〕
小麦、乳、大豆、鶏肉、豚肉、ごま、牛肉、
いか、オレンジ、ゼラチン

熱量270kcal、蛋白質15.8g、
脂質14.5g、炭水化物18.4g

2.0g 〔推定値〕
小麦、卵、大豆、豚肉、ごま

熱量307kcal、蛋白質9.5g、
脂質19.6g、炭水化物19.3g

2.2g 〔推定値〕
小麦、さば、大豆、豚肉、さけ、鶏肉、
りんご、ゼラチン、ごま

熱量263kcal、蛋白質19.5g、
脂質13.2g、炭水化物14.6g

2.5g 〔推定値〕
小麦、卵、大豆、鶏肉、乳、ごま

熱量267kcal、蛋白質14.3g、
脂質13.7g、炭水化物20.9g

2.0g 〔推定値〕
鶏肉、卵、乳、大豆、豚肉、小麦、ごま

豚肉となすの甜麺醤炒めいわしの煮付け炒り鶏たらの塩麹マヨ焼き牛肉とピーマンのオイスター炒めキハダまぐろのカツレツ
熱量300kcal、蛋白質15.9g、
脂質17.9g、炭水化物15.7g

2.5g 〔推定値〕
豚肉、大豆、小麦、鶏肉、ごま、卵、乳、
落花生

熱量289kcal、蛋白質15.8g、
脂質17.3g、炭水化物17.1g

2.4g 〔推定値〕
小麦、大豆、豚肉、ごま、牛肉、鶏肉、
いか、オレンジ、ゼラチン

熱量300kcal、蛋白質12.9g、
脂質18.6g、炭水化物20.2g

2.1g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、卵、大豆、豚肉

熱量274kcal、蛋白質14.3g、
脂質12.1g、炭水化物25.0g

2.3g 〔推定値〕
小麦、さば、大豆、卵、鶏肉

熱量264kcal、蛋白質15.1g、
脂質16.1g、炭水化物14.3g

2.3g 〔推定値〕
牛肉、小麦、卵、大豆、鶏肉、乳、ごま、
豚肉、ゼラチン

熱量295kcal、蛋白質17.6g、
脂質12.8g、炭水化物27.0g

1.7g 〔推定値〕
小麦、卵、大豆、乳、豚肉、鶏肉、ごま

あじのみりん漬焼き豚肉と白菜の蒸し煮チンゲン菜とえびの中華炒め照焼きハンバーグ黄金育ちの玉子焼き豚肉のにんにくバター炒め
熱量242kcal、蛋白質18.0g、
脂質7.7g、炭水化物22.1g 

2.3g 〔推定値〕
小麦、大豆、えび、かに、鶏肉、豚肉、ごま、
卵、乳

熱量188kcal、蛋白質11.1g、
脂質9.1g、炭水化物15.2g

2.3g 〔推定値〕
豚肉、大豆、小麦、ごま、いか、オレンジ、
鶏肉、ゼラチン

熱量187kcal、蛋白質9.0g、
脂質7.7g、炭水化物21.7g

1.7g 〔推定値〕
えび、豚肉、小麦、大豆、卵、ごま、鶏肉、
ゼラチン

熱量212kcal、蛋白質9.2g、
脂質9.2g、炭水化物23.4g

1.6g 〔推定値〕
小麦、乳、牛肉、大豆、鶏肉

熱量218kcal、蛋白質10.1g、
脂質8.6g、炭水化物13.1g

2.2g 〔推定値〕
小麦、卵、大豆、鶏肉、りんご、乳、豚肉、
ゼラチン、ごま

熱量268kcal、蛋白質14.7g、
脂質14.6g、炭水化物18.7g

1.8g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、豚肉、りんご、
ごま

鶏肉の味噌焼きお麩の卵とじ豚肉の野菜炒めかれいの煮付け炭火焼き鳥風豆腐と野菜の卵あんかけ
熱量277kcal、蛋白質16.4g、
脂質13.7g、炭水化物19.6g

2.7g 〔推定値〕
鶏肉、えび、かに、大豆、小麦、豚肉、ごま、 
卵、乳

熱量121kcal、蛋白質4.8g、
脂質2.5g、炭水化物20.9g

2.2g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、豚肉、ごま、いか、
オレンジ、鶏肉、ゼラチン

熱量266kcal、蛋白質13.7g、
脂質14.8g、炭水化物19.5g

1.7g 〔推定値〕
豚肉、大豆、小麦、卵

熱量157kcal、蛋白質13.6g、
脂質3.2g、炭水化物16.9g

1.5g 〔推定値〕
大豆、小麦、鶏肉

熱量173kcal、蛋白質10.0g、
脂質11.3g、炭水化物7.9g

2.0g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン、
ごま

熱量195kcal、蛋白質8.4g、
脂質7.5g、炭水化物23.7g

2.2g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、豚肉、りんご、
ごま



2020年6月 メニュー情報

サ
ラ
ダ 栄養表示 熱量24Kcal、蛋白質1.3ｇ、脂質0.2ｇ、

炭水化物5.5ｇ、食塩相当量0ｇ〔推定値〕

メニュー名 彩りキャベツ月 木火 金
熱量20Kcal、蛋白質0.6ｇ、脂質0.1ｇ、
炭水化物4.5ｇ、食塩相当量0ｇ〔推定値〕

大根ミックス水 土
ご
飯 栄養表示 熱量236kcal、蛋白質4.4g、脂質1.0g、

炭水化物35.1g、食塩相当量0g〔推定値〕
熱量242kcal、蛋白質4.1g、脂質0.6g、
炭水化物52.5g、食塩相当量0g〔推定値〕

メニュー名 玄米入りごはん（150g）ライス〈白米〉（150g）

※玄米は白米7：玄米3の配合です。※道産米を使用しています。
※ライス・玄米入りごはんの容器はレンジ使用不可です。

0120-279-949
つ な ぐ きゅう しょ く

日曜日はお休みです。
月 土18:00 10:00受付時間 から から

お願い

●お弁当は冷蔵庫で保管し、当日午後
１０時までにお召し上がりください。
●松デラックス・梅ライトの容器は、軽く
すすいで配達員にご返却ください。
●電子レンジで温める場合は、ふたを
お取りください。
●都合により献立が一部変更する場
合がございます。ご了承ください。

どんなことでもお気軽に
お問い合わせください！

6月 15日  月 6月 16日  火 6月 17日  水 6月 18日  木 6月 19日  金 6月 20日  土

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

熱量353kcal、蛋白質7.6g、
脂質10.0g、炭水化物58.1g
0.7g 〔推定値〕
卵、小麦、乳、さけ、大豆

6 月 17日  水
メニュー名

お届け日

ふんわりカステラ
デ
ザ
ー
ト栄養表示

食塩相当量

アレルギー

メニュー名
熱量401kcal、蛋白質6.5g、
脂質0.9g、炭水化物87.9g
0.5g 〔推定値〕
ごま

お赤飯
6月 第3週（6月15日～19日）  週

替
わ
り

サ
イ
ド
メ
ニ
ュ
ー

土
曜
プ
レ
ミ
ア
ム

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

メニュー名

お届け日

熱量442kcal、蛋白質17.4g、
脂質26.5g、炭水化物33.2g
2.4g 〔推定値〕
えび、小麦、卵、大豆、りんご、鶏肉、牛肉、
さば、かに、豚肉

父の日オードブル
6 月 20日  土

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

主菜A

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

主菜B

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

主菜A

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

主菜B

竹
バ
ラ
ン
ス 

梅
ラ
イ
ト

第3週6月
主菜

松
デ
ラ
ッ
ク
ス

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

四川風麻婆豆腐チキンステーキ～シャリアピンソース～タラの中華蒸しひれかつ 名古屋風味噌だれカレイのグリル～レモンクリームソース～油淋鶏
熱量424kcal、蛋白質16.3g、
脂質29.0g、炭水化物22.3g

2.2g 〔推定値〕

大豆、えび、小麦、卵、乳、もも、ゼラチン、
豚肉、牛肉、落花生、ごま

熱量525kcal、蛋白質22.8g、
脂質34.8g、炭水化物28.2g

2.6g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、乳、大豆、卵、豚肉、いか、
ゼラチン、もも

熱量321kcal、蛋白質16.8g、
脂質16.1g、炭水化物26.2g

3.1g 〔推定値〕
小麦、大豆、豚肉、ごま、さば

熱量341kcal、蛋白質17.5g、
脂質16.1g、炭水化物30.5g

2.9g 〔推定値〕
大豆、小麦、豚肉、卵、乳、鶏肉

熱量299kcal、蛋白質17.8g、
脂質18.1g、炭水化物16.0g

1.4g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、さけ、大豆、りんご、豚肉

熱量563kcal、蛋白質20.4g、
脂質31.4g、炭水化物47.5g

3.4g 〔推定値〕
鶏肉、かに、小麦、卵、いか、大豆、豚肉、
乳、ごま

縞ほっけのみりん漬け豚肉のカレー風味ぶりの麹漬焼き鶏肉のバター醤油風味たらのクリームソース豚肉の梅みそ炒め
熱量254kcal、蛋白質13.8g、
脂質11.3g、炭水化物23.3g

2.4g 〔推定値〕
小麦、大豆、卵、ごま、乳、豚肉

熱量264kcal、蛋白質16.7g、
脂質14.0g、炭水化物17.1g

1.9g 〔推定値〕
豚肉、いか、小麦、大豆、くるみ

熱量277kcal、蛋白質14.2g、
脂質15.8g、炭水化物16.6g

2.0g 〔推定値〕
小麦、卵、大豆、牛肉、豚肉、ごま、乳

熱量274kcal、蛋白質15.5g、
脂質14.6g、炭水化物16.5g

2.4g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、乳、大豆、卵

熱量253kcal、蛋白質17.3g、
脂質8.6g、炭水化物26.2g

2.2g 〔推定値〕
えび、卵、大豆、やまいも、小麦、乳、ごま、
鶏肉

熱量273kcal、蛋白質15.2g、
脂質13.6g、炭水化物17.5g

2.1g 〔推定値〕
豚肉、小麦、卵、大豆、鶏肉、りんご、乳、
落花生、ごま

鶏肉のオニオンソースコロコロあじのマリネマーボー豆腐鮭の粕漬焼き鶏肉のごまだれ焼き子持ちにしんの一夜干し
熱量268kcal、蛋白質12.6g、
脂質15.4g、炭水化物18.9g

2.3g 〔推定値〕
鶏肉、大豆、小麦、ごま、卵、乳、豚肉

熱量298kcal、蛋白質16.6g、
脂質14.6g、炭水化物24.7g

1.8g 〔推定値〕
いか、小麦、大豆、くるみ

熱量254kcal、蛋白質10.4g、
脂質14.5g、炭水化物19.6g

2.3g 〔推定値〕
大豆、豚肉、小麦、卵、牛肉、ごま、乳、
落花生

熱量269kcal、蛋白質19.5g、
脂質8.7g、炭水化物19.3g

2.1g 〔推定値〕
さけ、小麦、卵、大豆、乳、鶏肉

熱量292kcal、蛋白質15.9g、
脂質15.9g、炭水化物20.8g

1.6g 〔推定値〕
鶏肉、えび、卵、大豆、やまいも、小麦、
ごま

熱量303kcal、蛋白質20.5g、
脂質17.4g、炭水化物12.4g

1.9g 〔推定値〕
小麦、卵、大豆、鶏肉、りんご、乳

厚揚げのピリ辛炒め鶏肉とカリフラワーの炒め物はんぺんと木耳の卵炒めポークチャップさばの竜田揚げ鶏肉の山椒たれ
熱量259kcal、蛋白質6.4g、
脂質15.6g、炭水化物23.9g

1.9g 〔推定値〕
小麦、大豆、豚肉、ゼラチン、ごま、卵、乳

熱量211kcal、蛋白質33.1g、
脂質12.1g、炭水化物12.9g

1.7g 〔推定値〕
鶏肉、かに、小麦、卵、さば、大豆、豚肉、
ごま、くるみ

熱量202kcal、蛋白質7.6g、
脂質11.1g、炭水化物17.5g

2.6g 〔推定値〕
大豆、小麦、卵、乳、もも、ゼラチン、えび、
かに、牛肉、豚肉、ごま、鶏肉

熱量314kcal、蛋白質12.4g、
脂質19.9g、炭水化物18.8g

1.8g 〔推定値〕
豚肉、えび、小麦、大豆、鶏肉、卵、りんご

熱量255kcal、蛋白質12.0g、
脂質13.8g、炭水化物20.4g

1.8g 〔推定値〕
小麦、さば、大豆、ゼラチン、ごま

熱量270kcal、蛋白質13.3g、
脂質15.0g、炭水化物18.9g

1.6g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、乳、大豆、豚肉

豚肉と野菜のスープ煮赤魚のみぞれ煮鶏肉といんげんの味噌風味炒めいかの中華風炒め豚しゃぶの梅ポン酢高野豆腐の卵炒め
熱量301kcal、蛋白質13.1g、
脂質18.5g、炭水化物18.9g

1.9g 〔推定値〕
小麦、大豆、豚肉、ゼラチン、ごま、卵、乳、
鶏肉

熱量194kcal、蛋白質32.8g、
脂質5.1g、炭水化物15.7g

2.8g 〔推定値〕
かに、小麦、卵、さば、大豆、鶏肉、豚肉、
ごま、くるみ

熱量265kcal、蛋白質13.5g、
脂質15.3g、炭水化物16.6g

3.0g 〔推定値〕
鶏肉、大豆、小麦、牛肉、豚肉、ごま、卵、乳

熱量244kcal、蛋白質9.3g、
脂質13.3g、炭水化物21.1g

2.0g 〔推定値〕
えび、いか、小麦、大豆、鶏肉、卵、豚肉、
ゼラチン、ごま

熱量211kcal、蛋白質15.6g、
脂質9.6g、炭水化物14.5g

2.0g 〔推定値〕
豚肉、大豆、小麦、ごま

熱量225kcal、蛋白質8.1g、
脂質12.4g、炭水化物19.0g

1.6g 〔推定値〕
小麦、乳、大豆、鶏肉、豚肉、卵、もも、
ゼラチン、えび、かに



2020年6月 メニュー情報

サ
ラ
ダ 栄養表示 熱量24Kcal、蛋白質1.3ｇ、脂質0.2ｇ、

炭水化物5.5ｇ、食塩相当量0ｇ〔推定値〕

メニュー名 彩りキャベツ月 木火 金
熱量20Kcal、蛋白質0.6ｇ、脂質0.1ｇ、
炭水化物4.5ｇ、食塩相当量0ｇ〔推定値〕

大根ミックス水 土
ご
飯 栄養表示 熱量236kcal、蛋白質4.4g、脂質1.0g、

炭水化物35.1g、食塩相当量0g〔推定値〕
熱量242kcal、蛋白質4.1g、脂質0.6g、
炭水化物52.5g、食塩相当量0g〔推定値〕

メニュー名 玄米入りごはん（150g）ライス〈白米〉（150g）

※玄米は白米7：玄米3の配合です。※道産米を使用しています。
※ライス・玄米入りごはんの容器はレンジ使用不可です。

0120-279-949
つ な ぐ きゅう しょ く

日曜日はお休みです。
月 土18:00 10:00受付時間 から から

お願い

●お弁当は冷蔵庫で保管し、当日午後
１０時までにお召し上がりください。
●松デラックス・梅ライトの容器は、軽く
すすいで配達員にご返却ください。
●電子レンジで温める場合は、ふたを
お取りください。
●都合により献立が一部変更する場
合がございます。ご了承ください。

どんなことでもお気軽に
お問い合わせください！

6月 22日  月 6月 23日  火 6月 24日  水 6月 25日  木 6月 26日  金 6月 27日  土

週
替
わ
り
メ
ニ
ュ
ー

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

メニュー名
熱量581kcal、蛋白質20.8g、
脂質26.6g、炭水化物59.5g
2.9g 〔推定値〕
小麦、豚肉、卵、大豆、ごま

豆乳ごまだれ豚しゃぶうどん
6月 第4週（6月22日～26日）  土

曜
プ
レ
ミ
ア
ム

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

メニュー名

お届け日

熱量517kcal、蛋白質19.8g、
脂質4.3g、炭水化物95.3g
1.9g 〔推定値〕
小麦、大豆、鶏肉、ごま、えび、卵

夏のちらし寿司
6 月 27日  土

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

主菜A

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

主菜B

竹
バ
ラ
ン
ス 

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

主菜A

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

主菜B

梅
ラ
イ
ト

第4週6月
主菜

松
デ
ラ
ッ
ク
ス

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

タンドリーチキン　ほっけのだし醤油焼きビーフストロガノフ海鮮入り八宝菜豚ばらの甘辛煮白身魚のブイヤベース風
熱量333kcal、蛋白質20.4g、
脂質21.5g、炭水化物13.9g

2.2g 〔推定値〕
鶏肉、卵、大豆、乳、豚肉、小麦

熱量321kcal、蛋白質20.2g、
脂質14.9g、炭水化物25.0g

3.0g 〔推定値〕
小麦、大豆

熱量481kcal、蛋白質13.4g、
脂質33.2g、炭水化物30.3g

2.1g 〔推定値〕
乳、牛肉、小麦、卵、大豆、豚肉、りんご、
鶏肉

熱量356kcal、蛋白質26.5g、
脂質14.5g、炭水化物30.6g

3.5g 〔推定値〕

小麦、大豆、鶏肉、豚肉、いか、えび、ごま、
卵

熱量312kcal、蛋白質12.2g、
脂質20.6g、炭水化物19.5g

2.8g 〔推定値〕
大豆、豚肉、小麦、卵、りんご、ごま

熱量261kcal、蛋白質18.5g、
脂質9.5g、炭水化物26.1g

2.6g 〔推定値〕
小麦、乳、卵、大豆、豚肉、鶏肉

さばの塩焼き　鶏肉のメンマ炒め赤魚の塩麹マヨ焼き豚肉と夏野菜のトマト煮さわら煮付けミルフィーユカツ
熱量300kcal、蛋白質19.0g、
脂質12.9g、炭水化物13.2g

2.5g 〔推定値〕
さば、大豆、小麦、卵、乳、豚肉、ゼラチン、
ごま

熱量255kcal、蛋白質14.6g、
脂質13.8g、炭水化物18.8g

2.2g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、さば、大豆、豚肉、ごま、えび、
かに、いか、オレンジ

熱量273kcal、蛋白質11.8g、
脂質12.0g、炭水化物17.8g

2.5g 〔推定値〕
小麦、大豆、鶏肉、卵、乳、ごま

熱量270kcal、蛋白質15.6g、
脂質16.7g、炭水化物13.1g

1.8g 〔推定値〕
豚肉、小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、ごま

熱量294kcal、蛋白質18.3g、
脂質11.3g、炭水化物29.3g

2.5g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン、
落花生、りんご、ごま

熱量301kcal、蛋白質10.3g、
脂質12.0g、炭水化物36.5g

2.2g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、豚肉、鶏肉、ごま、
えび、かに、りんご

豚肉のハニーマスタード炒めたらフライ鶏肉の照焼きかれいのムニエル鶏肉とピーマンの味噌炒めそいの塩だれかけ
熱量306kcal、蛋白質19.2g、
脂質18.2g、炭水化物15.5g

2.3g 〔推定値〕
豚肉、大豆、小麦、卵、乳、ゼラチン、ごま

熱量281kcal、蛋白質11.9g、
脂質16.5g、炭水化物24.5g

1.9g 〔推定値〕
小麦、卵、大豆、さば、えび、かに、いか、
オレンジ

熱量255kcal、蛋白質13.1g、
脂質11.5g、炭水化物21.3g

2.4g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、大豆、乳、ごま

熱量269kcal、蛋白質17.5g、
脂質15.4g、炭水化物15.8g

2.2g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、ごま

熱量275kcal、蛋白質14.2g、
脂質13.8g、炭水化物23.2g

2.3g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、卵、乳、大豆、豚肉、
ゼラチン、落花生、りんご、ごま

熱量276kcal、蛋白質14.7g、
脂質7.7g、炭水化物35.6g

2.4g 〔推定値〕
小麦、大豆、鶏肉、豚肉、ごま、えび、かに、
りんご

お麩のプルコギ風豚肉と玉葱の甘辛炒めししゃも焼き鶏肉の甘酢あんかけ豆腐バーグ豚肉のねぎ塩炒め
熱量216kcal、蛋白質6.1g、
脂質11.2g、炭水化物23.0g

1.7g 〔推定値〕
小麦、卵、豚肉、大豆、ゼラチン、ごま

熱量259kcal、蛋白質13.2g、
脂質11.6g、炭水化物25.1g

1.8g 〔推定値〕
豚肉、小麦、さば、大豆、いか、オレンジ

熱量198kcal、蛋白質12.2g、
脂質9.5g、炭水化物18.1g

2.7g 〔推定値〕
大豆、小麦、乳、ごま

熱量218kcal、蛋白質12.3g、
脂質12.6g、炭水化物13.9g

2.1g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、大豆、卵、ごま、乳

熱量269kcal、蛋白質14.0g、
脂質12.2g、炭水化物25.2g

2.3g 〔推定値〕
小麦、卵、大豆、鶏肉、乳、豚肉、落花生、
りんご、ごま、ゼラチン

熱量234kcal、蛋白質13.8g、
脂質14.0g、炭水化物11.9g

2.4g 〔推定値〕
豚肉、大豆、小麦、鶏肉、ごま、えび、かに、
りんご

根菜と肉団子の煮物厚揚げとチンゲン菜の中華煮豚肉のオニオンソース高野豆腐とこんにゃくの炒め煮鶏の唐揚げたらの和風あんかけ
熱量299kcal、蛋白質10.1g、
脂質15.2g、炭水化物30.9g

2.5g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、豚肉、ごま、
ゼラチン

熱量182kcal、蛋白質5.9g、
脂質6.4g、炭水化物26.9g

1.6g 〔推定値〕
大豆、小麦、さば、いか、オレンジ、ごま、
鶏肉、豚肉、ゼラチン

熱量225kcal、蛋白質14.1g、
脂質9.6g、炭水化物21.8g

2.8g 〔推定値〕
豚肉、大豆、小麦、乳、ごま

熱量150kcal、蛋白質6.8g、
脂質8.3g、炭水化物13.1g

1.7g 〔推定値〕
大豆、小麦、卵、ごま、乳

熱量424kcal、蛋白質13.1g、
脂質27.9g、炭水化物30.5g

1.7g 〔推定値〕
小麦、大豆、鶏肉、卵、乳、豚肉、落花生、
りんご、ごま、ゼラチン

熱量164kcal、蛋白質15.2g、
脂質5.3g、炭水化物13.3g

2.7g 〔推定値〕
大豆、小麦、鶏肉、豚肉、ごま、えび、かに、
りんご
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サ
ラ
ダ 栄養表示 熱量24Kcal、蛋白質1.3ｇ、脂質0.2ｇ、

炭水化物5.5ｇ、食塩相当量0ｇ〔推定値〕

メニュー名 彩りキャベツ月 木火 金
熱量20Kcal、蛋白質0.6ｇ、脂質0.1ｇ、
炭水化物4.5ｇ、食塩相当量0ｇ〔推定値〕

大根ミックス水 土
ご
飯 栄養表示 熱量236kcal、蛋白質4.4g、脂質1.0g、

炭水化物35.1g、食塩相当量0g〔推定値〕
熱量242kcal、蛋白質4.1g、脂質0.6g、
炭水化物52.5g、食塩相当量0g〔推定値〕

メニュー名 玄米入りごはん（150g）ライス〈白米〉（150g）

※玄米は白米7：玄米3の配合です。※道産米を使用しています。
※ライス・玄米入りごはんの容器はレンジ使用不可です。

0120-279-949
つ な ぐ きゅう しょ く

日曜日はお休みです。
月 土18:00 10:00受付時間 から から

お願い

●お弁当は冷蔵庫で保管し、当日午後
１０時までにお召し上がりください。
●松デラックス・梅ライトの容器は、軽く
すすいで配達員にご返却ください。
●電子レンジで温める場合は、ふたを
お取りください。
●都合により献立が一部変更する場
合がございます。ご了承ください。

どんなことでもお気軽に
お問い合わせください！

6月 29日  月 6月 30日  火 7月 1日  水 7月 2日  木 7月 3日  金 7月 4日  土

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

熱量471kcal、蛋白質16.9g、
脂質6.0g、炭水化物87.2g
4.9g 〔推定値〕
卵、小麦、かに、さけ、いくら、大豆

6 月 30日  火
メニュー名

お届け日

北の海 幸づくし
人
気
空
弁
メ
ニ
ュ
ー

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

メニュー名
熱量348kcal、蛋白質8.4g、
脂質12.6g、炭水化物49.6g
2.3g 〔推定値〕
小麦、卵、えび

天ぷら盛り合わせ
6月 第5週（6月29日～7月3日）  週

替
わ
り

サ
イ
ド
メ
ニ
ュ
ー

土
曜
プ
レ
ミ
ア
ム

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

メニュー名

お届け日

熱量564kcal、蛋白質16.1g、
脂質12.3g、炭水化物92.2g
2.8g 〔推定値〕
小麦、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン、ごま

麻婆豆腐丼
7 月 4日  土

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

主菜A

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

主菜B

竹
バ
ラ
ン
ス 

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

主菜A

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

主菜B

梅
ラ
イ
ト

第5週6月
主菜

松
デ
ラ
ッ
ク
ス

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

塩ザンギホイコーロートラウトサーモンの塩焼きトンテキいかの中華風野菜あん牛肉の柳川風煮
熱量476kcal、蛋白質21.1g、
脂質27.3g、炭水化物33.9g

2.6g 〔推定値〕
小麦、鶏肉、牛肉、大豆、りんご

熱量467kcal、蛋白質17.8g、
脂質29.8g、炭水化物29.7g

2.4g 〔推定値〕

大豆、小麦、豚肉、ゼラチン、えび、いか、
ごま、落花生

熱量300kcal、蛋白質20.3g、
脂質13.2g、炭水化物24.6g

2.7g 〔推定値〕
さけ、鶏肉、小麦、大豆、ごま

熱量380kcal、蛋白質19.6g、
脂質20.6g、炭水化物27.9g

2.4g 〔推定値〕
豚肉、えび、小麦、卵、大豆、りんご

熱量500kcal、蛋白質11.0g、
脂質26.4g、炭水化物53.3g

2.1g 〔推定値〕

小麦、卵、乳、いか、大豆、鶏肉、豚肉、ごま

熱量359kcal、蛋白質12.2g、
脂質22.4g、炭水化物26.5g

1.7g 〔推定値〕
牛肉、小麦、卵、乳、大豆、さば、えび、
かに、ごま

たらの和風野菜あん八宝菜さわらのもろみ漬け焼き旨辛チキンあじの南蛮漬け豚肉のオイスター炒め
熱量260kcal、蛋白質18.9g、
脂質12.0g、炭水化物16.9g

2.5g 〔推定値〕
乳、大豆、小麦、鶏肉、えび、かに、ごま

熱量301kcal、蛋白質16.8g、
脂質18.3g、炭水化物18.0g

2.4g 〔推定値〕
大豆、えび、いか、豚肉、小麦、ごま、
鶏肉、ゼラチン

熱量261kcal、蛋白質16.0g、
脂質11.8g、炭水化物19.1g

2.2g 〔推定値〕
大豆、えび、小麦、卵、豚肉、やまいも、
ごま、鶏肉、ゼラチン

熱量277kcal、蛋白質14.6g、
脂質17.8g、炭水化物13.4g

1.9g 〔推定値〕
鶏肉、えび、小麦、大豆、いか、豚肉、ごま、
牛肉

熱量273kcal、蛋白質16.4g、
脂質13.3g、炭水化物21.5g

2.5g 〔推定値〕
大豆、小麦、卵、鶏肉、豚肉、ゼラチン、
ごま

熱量255kcal、蛋白質15.4g、
脂質12.5g、炭水化物20.5g

1.6g 〔推定値〕
豚肉、かに、小麦、卵、さば、大豆、りんご、
ごま

鶏肉の味噌焼きほきのタルタル焼き牛肉と竹の子の中華炒め赤魚の煮付けチキンソテーのトマトソースぶりのだし醤油焼き
熱量292kcal、蛋白質18.3g、
脂質16.6g、炭水化物14.4g

2.3g 〔推定値〕
鶏肉、乳、大豆、小麦、えび、かに、ごま

熱量307kcal、蛋白質20.8g、
脂質17.1g、炭水化物19.4g

2.5g 〔推定値〕
大豆、卵、小麦、ごま、鶏肉、豚肉、
ゼラチン

熱量276kcal、蛋白質11.6g、
脂質16.8g、炭水化物16.7g

2.2g 〔推定値〕
牛肉、えび、小麦、卵、大豆、豚肉、
やまいも、ごま、鶏肉、ゼラチン

熱量256kcal、蛋白質14.0g、
脂質9.4g、炭水化物19.8g

2.5g 〔推定値〕
えび、小麦、大豆、いか、牛肉、豚肉、ごま

熱量264kcal、蛋白質13.3g、
脂質16.6g、炭水化物14.5g

2.3g 〔推定値〕
鶏肉、大豆、小麦、卵、豚肉、ゼラチン、
ごま

熱量249kcal、蛋白質14.5g、
脂質11.1g、炭水化物22.3g

1.8g 〔推定値〕
小麦、大豆、かに、卵、さば、りんご、ごま

さんまの煮付け照り焼きつくね　豆腐とえびの旨煮豚しゃぶ豆乳ごまだれ野菜のスクランブルエッグ鶏肉の生姜炒め
熱量249kcal、蛋白質13.1g、
脂質12.5g、炭水化物18.8g

1.7g 〔推定値〕
小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、えび、かに

熱量272kcal、蛋白質12.8g、
脂質9.9g、炭水化物19.7g

2.1g 〔推定値〕
小麦、乳、大豆、鶏肉、豚肉、ごま、
ゼラチン

熱量155kcal、蛋白質6.1g、
脂質6.5g、炭水化物19.1g

1.8g 〔推定値〕
小麦、大豆、豚肉、やまいも、えび、ごま、
鶏肉、ゼラチン

熱量249kcal、蛋白質14.9g、
脂質14.9g、炭水化物11.6g

2.1g 〔推定値〕
豚肉、大豆、小麦、卵、ごま、いか、牛肉、乳

熱量195kcal、蛋白質6.0g、
脂質12.2g、炭水化物18.1g

2.0g 〔推定値〕
小麦、卵、大豆、乳、鶏肉、豚肉、
ゼラチン、ごま

熱量248kcal、蛋白質11.9g、
脂質11.8g、炭水化物21.6g

1.6g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、卵、乳、大豆、豚肉、
ゼラチン、りんご、ごま

酢豚風かに玉鶏肉ときのこの味噌炒めそいの照り漬け焼き豚肉のすだちおろしソースはんぺんのプルコギ風
熱量263kcal、蛋白質13.9g、
脂質13.5g、炭水化物20.1g

1.7g 〔推定値〕
豚肉、小麦、大豆、鶏肉、えび、かに、
ゼラチン、ごま

熱量229kcal、蛋白質9.0g、
脂質13.1g、炭水化物19.1g

2.4g 〔推定値〕
かに、小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、ごま、
豚肉、ゼラチン

熱量242kcal、蛋白質11.0g、
脂質13.7g、炭水化物18.2g

2.0g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、大豆、豚肉、やまいも、ごま、
ゼラチン

熱量174kcal、蛋白質15.9g、
脂質4.7g、炭水化物16.0g

2.4g 〔推定値〕
大豆、いか、小麦、牛肉、豚肉、ごま、卵、乳

熱量237kcal、蛋白質13.9g、
脂質13.6g、炭水化物14.3g

1.7g 〔推定値〕
豚肉、大豆、小麦、卵、鶏肉、ゼラチン、
ごま

熱量172kcal、蛋白質5.7g、
脂質5.3g、炭水化物25.1g

1.9g 〔推定値〕
えび、かに、小麦、卵、大豆、乳、鶏肉、
豚肉、ゼラチン、りんご、ごま


