
2020年12月 メニュー情報 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！

熱量308kcal、蛋白質11.0g、
脂質21.2g、炭水化物17.5g

2.5g 〔推定値〕
豚肉、大豆、さば、小麦、ごま

熱量303kcal、蛋白質14.7g、
脂質13.7g、炭水化物31.1g

1.8g 〔推定値〕
小麦、卵、大豆、さば、えび、かに

熱量282kcal、蛋白質13.7g、
脂質14.1g、炭水化物21.9g

2.2g 〔推定値〕
鶏肉、大豆、小麦、卵、乳、ごま

熱量278kcal、蛋白質13.9g、
脂質19.5g、炭水化物10.1g

2.0g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、ごま

熱量308kcal、蛋白質14.9g、
脂質17.1g、炭水化物22.7g

2.3g 〔推定値〕
豚肉、大豆、小麦、卵、鶏肉、ゼラチン、
ごま

熱量263kcal、蛋白質17.4g、
脂質10.9g、炭水化物24.4g

2.5g 〔推定値〕
大豆、小麦、乳、鶏肉、豚肉、ごま、卵

熱量229kcal、蛋白質6.6g、
脂質12.2g、炭水化物23.2g

1.7g 〔推定値〕
小麦、卵、大豆、豚肉、ごま

熱量252kcal、蛋白質12.2g、
脂質11.5g、炭水化物24.2g

1.7g 〔推定値〕
豚肉、小麦、さば、大豆

熱量276kcal、蛋白質12.8g、
脂質11.9g、炭水化物30.3g

3.3g 〔推定値〕
小麦、大豆、乳、ごま

熱量218kcal、蛋白質12.3g、
脂質12.6g、炭水化物13.9g

1.8g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、大豆、卵、ごま、乳

熱量288kcal、蛋白質12.5g、
脂質13.8g、炭水化物26.3g

2.2g 〔推定値〕
小麦、卵、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン、
ごま

熱量244kcal、蛋白質13.9g、
脂質13.9g、炭水化物14.9g

1.9g 〔推定値〕
豚肉、小麦、乳、大豆、鶏肉、ごま、卵

熱量312kcal、蛋白質10.6g、
脂質16.2g、炭水化物31.1g

2.5g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、豚肉、ごま

熱量169kcal、蛋白質3.8g、
脂質6.5g、炭水化物24.6g

1.5g 〔推定値〕
大豆、小麦、さば、ごま、鶏肉、豚肉、
ゼラチン

熱量241kcal、蛋白質14.5g、
脂質9.7g、炭水化物24.9g

2.7g 〔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416kcal、蛋白質11.6g、
脂質26.6g、炭水化物31.6g

1.6g 〔推定値〕
小麦、大豆、鶏肉、卵、豚肉、ゼラチン、
ごま

熱量238kcal、蛋白質11.0g、
脂質15.7g、炭水化物13.3g

2.4g 〔推定値〕
大豆、小麦、乳、鶏肉、豚肉、ごま、卵

栄養表示 熱量254kcal、蛋白質15.1g、
脂質13.7g、炭水化物17.3g

食塩相当量 2.5g 〔推定値〕

アレルギー さけ、さば、大豆、小麦、豚肉、卵、ごま

熱量255kcal、蛋白質13.6g、
脂質12.6g、炭水化物22.0g

1.9g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、さば、大豆、えび、かに

熱量262kcal、蛋白質16.5g、
脂質6.8g、炭水化物26.5g

2.5g 〔推定値〕
小麦、卵、大豆、鶏肉、乳、ごま

熱量293kcal、蛋白質13.2g、
脂質17.0g、炭水化物20.8g

2.1g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、豚肉、鶏肉、ごま

熱量257kcal、蛋白質16.1g、
脂質8.0g、炭水化物29.5g

2.5g 〔推定値〕
大豆、小麦、卵、豚肉、鶏肉、ゼラチン、
ごま

熱量293kcal、蛋白質16.2g、
脂質17.0g、炭水化物18.7g

2.5g 〔推定値〕

主菜A 羅臼産秋鮭のパン粉焼き鶏肉の照焼きそいの幽庵焼きミルフィーユカツ羽幌産真がれいの煮付け鶏肉とピーマンの味噌炒め

主菜 ぶりの麹漬焼きトンテキホタテのピリ辛豆乳炒め牛肉の柳川風煮バジルチキンさわらのとろろ蒸し

鶏肉、大豆、小麦、乳、豚肉、ごま、卵

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

松
デ
ラ
ッ
ク
ス

栄養表示 熱量330kcal、蛋白質17.6g、
脂質15.2g、炭水化物29.3g

食塩相当量 2.3g 〔推定値〕

アレルギー 鶏肉、小麦、大豆、ごま

熱量378kcal、蛋白質19.5g、
脂質20.6g、炭水化物27.3g

2.4g 〔推定値〕
豚肉、えび、小麦、卵、大豆、りんご

熱量392kcal、蛋白質11.2g、
脂質17.4g、炭水化物46.7g

2.1g 〔推定値〕
小麦、乳、大豆、鶏肉、豚肉、ごま、えび、
いか

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

熱量350kcal、蛋白質20.0g、
脂質24.7g、炭水化物11.2g

2.3g 〔推定値〕
鶏肉、卵、大豆、乳、豚肉、小麦

熱量360kcal、蛋白質20.9g、
脂質16.9g、炭水化物28.6g

3.6g 〔推定値〕
大豆、小麦、やまいも、豚肉、卵

竹
バ
ラ
ン
ス 

梅
ラ
イ
ト

豚肉のすき焼き風煮たらフライ鶏肉のマヨポン炒め道産さんまの塩焼き豚肉の梅みそ炒めほきの塩だれかけ

お麩のプルコギ風豚肉と玉葱の甘辛炒めあじフライ鶏肉の甘酢あんかけ豆腐バーグ豚肉のねぎ塩炒め

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にしんのみりん漬け焼き

12月 7日  月 12月 8日  火 12月 9日  水 12月 10日  木 12月 11日  金第1週12月 12月 12日  土

土
曜
プ
レ
ミ
ア
ム

栄養表示

食塩相当量
アレルギー

熱量448kcal、蛋白質22.6g、
脂質20.2g、炭水化物42.6g
4.1g 〔推定値〕
小麦、大豆、豚肉、さけ、鶏肉、りんご、牛肉、ゼラチン

メニュー名

お届け日

キムチ鍋
12 月 12日  土

栄養表示

食塩相当量
アレルギー

熱量306kcal、蛋白質8.7g、
脂質13.9g、炭水化物34.0g
1.8g 〔推定値〕
小麦、大豆、鶏肉、豚肉、ごま

12月 第1週（12月7日～11日）  
メニュー名 中華ちまき

週
替
わ
り

サ
イ
ド
メ
ニ
ュ
ー

ご
飯 栄養表示 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 ライス〈白米〉（150g）

※道産米を使用しています。
※ライス（白米）の容器はレンジ使用不可です。

カ
レ
ー

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

熱量858kcal、蛋白質22.6g、
脂質31.9g、炭水化物115.5g
4.0g 〔推定値〕
小麦、乳、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、
りんご、ごま、卵

熱量585kcal、蛋白質10.8g、
脂質16.2g、炭水化物95.8g
3.4g 〔推定値〕
小麦、乳、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、
りんご、ごま

メニュー名 とんかつカレーカレーライス
熱量700kcal、蛋白質15.6g、
脂質22.0g、炭水化物106.2g
3.9g 〔推定値〕
小麦、乳、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、
りんご、ごま、えび、卵

えびフライカレー



2020年12月 メニュー情報 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！

熱量287kcal、蛋白質18.0g、
脂質16.9g、炭水化物12.9g

2.2g 〔推定値〕
鶏肉、乳、大豆、小麦、牛肉、豚肉、ごま、
えび、かに

熱量273kcal、蛋白質21.4g、
脂質12.4g、炭水化物18.7g

2.5g 〔推定値〕
大豆、さけ、小麦、ごま、鶏肉、豚肉、
ゼラチン

熱量254kcal、蛋白質14.4g、
脂質14.1g、炭水化物13.3g

2.4g 〔推定値〕
豚肉、えび、小麦、卵、大豆、やまいも、
ごま、鶏肉、ゼラチン

熱量289kcal、蛋白質19.6g、
脂質15.8g、炭水化物14.4g

2.5g 〔推定値〕
小麦、大豆、かに、卵、いか、豚肉

熱量256kcal、蛋白質12.5g、
脂質16.3g、炭水化物14.3g

2.3g 〔推定値〕
鶏肉、大豆、小麦、卵、乳、豚肉、ゼラチン、
ごま

熱量267kcal、蛋白質15.8g、
脂質9.4g、炭水化物23.0g

1.5g 〔推定値〕
小麦、卵、大豆、ごま、りんご

熱量292kcal、蛋白質16.7g、
脂質12.3g、炭水化物13.0g

1.9g 〔推定値〕
さば、小麦、大豆、鶏肉、豚肉、牛肉、
ごま、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157kcal、蛋白質6.7g、
脂質6.2g、炭水化物18.0g

1.9g 〔推定値〕
大豆、小麦、豚肉、やまいも、えび、ごま、
鶏肉、ゼラチン

熱量255kcal、蛋白質15.5g、
脂質15.4g、炭水化物11.6g

1.8g 〔推定値〕
豚肉、大豆、いか、小麦、卵、ごま、乳

熱量192kcal、蛋白質5.9g、
脂質11.7g、炭水化物18.4g

2.0g 〔推定値〕
小麦、卵、大豆、乳、豚肉、鶏肉、ゼラチン、
ごま

熱量221kcal、蛋白質11.4g、
脂質11.7g、炭水化物15.5g

1.5g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、卵、乳、大豆、豚肉、ゼラチン、
ごま、りんご

熱量264kcal、蛋白質14.0g、
脂質13.5g、炭水化物20.1g

1.8g 〔推定値〕
豚肉、小麦、大豆、鶏肉、牛肉、ごま、
えび、かに、ゼラチン

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241kcal、蛋白質11.4g、
脂質13.2g、炭水化物16.9g

2.0g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、大豆、豚肉、やまいも、ごま

熱量206kcal、蛋白質9.1g、
脂質11.4g、炭水化物16.0g

1.3g 〔推定値〕
小麦、大豆、いか、卵、乳、豚肉

熱量216kcal、蛋白質12.2g、
脂質11.5g、炭水化物16.1g

2.0g 〔推定値〕
豚肉、大豆、小麦、卵、乳、鶏肉、ゼラチン、
ごま

熱量145kcal、蛋白質5.2g、
脂質5.2g、炭水化物19.0g

1.8g 〔推定値〕
えび、かに、小麦、卵、大豆、乳、鶏肉、
豚肉、ゼラチン、ごま、りんご

栄養表示 熱量253kcal、蛋白質18.7g、
脂質10.0g、炭水化物14.9g

食塩相当量 2.5g 〔推定値〕

アレルギー 小麦、大豆、ごま、乳、卵、鶏肉、牛肉、
豚肉、えび、かに

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254kcal、蛋白質16.3g、
脂質11.4g、炭水化物16.6g

2.4g 〔推定値〕
大豆、えび、小麦、卵、豚肉、やまいも、ごま

熱量252kcal、蛋白質16.6g、
脂質13.3g、炭水化物15.4g

2.0g 〔推定値〕
鶏肉、かに、小麦、卵、いか、大豆、豚肉、
ごま

熱量265kcal、蛋白質15.6g、
脂質13.0g、炭水化物21.3g

2.5g 〔推定値〕
大豆、小麦、卵、乳、豚肉、鶏肉、
ゼラチン、ごま

熱量301kcal、蛋白質13.2g、
脂質17.2g、炭水化物22.6g

1.3g 〔推定値〕

主菜A 真だらの昆布だし味噌漬け焼き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牛肉と竹の子の中華炒め

主菜 豚の角煮クリームメンチカツ銀ひらすの西京漬け焼きえびのナッツ入り甘辛炒め塩ザンギあんこうの中華風野菜あん

牛肉、小麦、大豆、ごま、りんご、鶏肉、
豚肉、ゼラチン

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

松
デ
ラ
ッ
ク
ス

栄養表示 熱量365kcal、蛋白質13.1g、
脂質23.8g、炭水化物22.5g

食塩相当量 4.1g 〔推定値〕

アレルギー 豚肉、大豆、小麦、卵、りんご、ごま、
落花生、ゼラチン

熱量460kcal、蛋白質20.9g、
脂質22.7g、炭水化物42.1g

2.8g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、えび、豚肉

熱量423kcal、蛋白質21.3g、
脂質20.3g、炭水化物35.6g

3.4g 〔推定値〕
乳、大豆、牛肉、鶏肉、小麦、りんご、ごま

熱量519kcal、蛋白質23.4g、
脂質28.4g、炭水化物42.2g

4.1g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、豚肉、ごま、
えび、カシューナッツ

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375kcal、蛋白質18.0g、
脂質18.8g、炭水化物32.6g

2.5g 〔推定値〕
小麦、大豆、豚肉、ゼラチン、えび、いか、
卵、ごま

竹
バ
ラ
ン
ス 

梅
ラ
イ
ト

鶏肉の香味醤油かけ羅臼産秋鮭の味噌漬け焼き豚肉ときのこのレモン炒めぶりのだし醤油漬け焼きチキンソテーのトマトソース赤魚の粕漬け焼き

さばの塩焼き照り焼きつくね　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

酢豚風かに玉鶏肉ときのこの味噌炒めさんまの唐揚げ豚肉のオニオンソースがけはんぺんの甘辛炒め

12月 14日  月 12月 15日  火 12月 16日  水 12月 17日  木 12月 18日  金第2週12月 12月 19日  土

土
曜
プ
レ
ミ
ア
ム

栄養表示

食塩相当量
アレルギー

熱量625kcal、蛋白質15.3g、
脂質19.0g、炭水化物91.6g
2.3g 〔推定値〕
小麦、牛肉、大豆、卵、鶏肉、りんご

メニュー名

お届け日

黒毛和牛重
12 月 19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565kcal、蛋白質16.9g、
脂質14.4g、炭水化物86.4g
1.5g 〔推定値〕
小麦、大豆、豚肉、りんご

12月 第2週（12月14日～18日）  
メニュー名 豚肉の生姜焼き丼

ご
飯 栄養表示 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 ライス〈白米〉（150g）

※道産米を使用しています。
※ライス（白米）の容器はレンジ使用不可です。

カ
レ
ー

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

熱量858kcal、蛋白質22.6g、
脂質31.9g、炭水化物115.5g
4.0g 〔推定値〕
小麦、乳、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、
りんご、ごま、卵

熱量585kcal、蛋白質10.8g、
脂質16.2g、炭水化物95.8g
3.4g 〔推定値〕
小麦、乳、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、
りんご、ごま

メニュー名 とんかつカレーカレーライス
熱量700kcal、蛋白質15.6g、
脂質22.0g、炭水化物106.2g
3.9g 〔推定値〕
小麦、乳、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、
りんご、ごま、えび、卵

えびフライカレー



2020年12月 メニュー情報 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！

12月25日（金）お届けの
冷凍商品については

12月第4週のメニュー情報に
掲載します。

熱量255kcal、蛋白質16.1g、
脂質14.1g、炭水化物15.1g

1.8g 〔推定値〕
豚肉、大豆、小麦、鶏肉、卵、乳、ゼラチン、
ごま

熱量257kcal、蛋白質11.7g、
脂質8.6g、炭水化物17.7g

2.4g 〔推定値〕
小麦、乳、大豆、鶏肉、卵、ゼラチン、豚肉、
ごま

熱量269kcal、蛋白質17.6g、
脂質14.7g、炭水化物17.8g

1.6g 〔推定値〕
鶏肉、落花生、大豆、小麦、卵、えび、乳、
ごま

熱量273kcal、蛋白質17.0g、
脂質13.1g、炭水化物21.3g

2.0g 〔推定値〕
小麦、大豆、鶏肉、卵、ごま、えび、かに

熱量284kcal、蛋白質14.4g、
脂質15.5g、炭水化物21.1g

2.3g 〔推定値〕
豚肉、小麦、大豆、えび、かに、りんご、
ごま、鶏肉、ゼラチン

熱量257kcal、蛋白質8.0g、
脂質13.0g、炭水化物26.6g

2.5g 〔推定値〕
えび、小麦、卵、乳、大豆、ごま、かに

熱量181kcal、蛋白質7.1g、
脂質5.1g、炭水化物27.7g

2.0g 〔推定値〕
小麦、乳、大豆、卵、豚肉、鶏肉

熱量286kcal、蛋白質13.7g、
脂質12.6g、炭水化物27.8g

2.5g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、乳、大豆、豚肉、ごま、卵、
ゼラチン

熱量229kcal、蛋白質8.9g、
脂質9.6g、炭水化物29.5g

2.7g 〔推定値〕
えび、かに、小麦、大豆、豚肉、卵、乳、
落花生、ごま、鶏肉

熱量245kcal、蛋白質12.6g、
脂質10.3g、炭水化物25.1g

2.3g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、豚肉、ごま、えび

熱量165kcal、蛋白質35.5g、
脂質4.0g、炭水化物17.2g

2.7g 〔推定値〕
かに、小麦、卵、さば、大豆、鶏肉、豚肉、
ごま、えび、りんご

熱量260kcal、蛋白質12.4g、
脂質11.3g、炭水化物26.3g

1.8g 〔推定値〕
豚肉、小麦、大豆、ごま、えび、かに、乳

熱量216kcal、蛋白質12.5g、
脂質9.4g、炭水化物21.2g

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

熱量351kcal、蛋白質12.9g、
脂質16.7g、炭水化物35.5g

2.1g 〔推定値〕
小麦、大豆、豚肉、乳、鶏肉、ごま、卵、
ゼラチン

熱量261kcal、蛋白質12.5g、
脂質14.2g、炭水化物23.6g

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

熱量257kcal、蛋白質13.4g、
脂質12.6g、炭水化物21.1g

2.4g 〔推定値〕
小麦、大豆、えび、ごま、鶏肉

熱量237kcal、蛋白質34.8g、
脂質11.7g、炭水化物18.6g

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

熱量194kcal、蛋白質5.8g、
脂質7.0g、炭水化物27.1g

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

栄養表示 熱量308kcal、蛋白質11.0g、
脂質15.0g、炭水化物31.2g

食塩相当量 1.9g 〔推定値〕

アレルギー 大豆、いか、小麦、卵、えび、鶏肉、乳、
豚肉、ゼラチン、ごま

熱量261kcal、蛋白質12.9g、
脂質13.9g、炭水化物19.0g

2.4g 〔推定値〕
鶏肉、大豆、乳、小麦、ごま、卵、ゼラチン、
豚肉

熱量268kcal、蛋白質19.0g、
脂質11.1g、炭水化物24.7g

2.0g 〔推定値〕
小麦、大豆、卵、落花生、えび、乳、鶏肉、
ごま

熱量269kcal、蛋白質16.9g、
脂質16.1g、炭水化物13.1g

1.7g 〔推定値〕
豚肉、小麦、大豆、鶏肉、ごま、えび、
かに、さば

熱量266kcal、蛋白質13.5g、
脂質12.9g、炭水化物22.4g

2.4g 〔推定値〕
小麦、大豆、豚肉、えび、かに、りんご、ごま

熱量296kcal、蛋白質14.4g、
脂質20.4g、炭水化物11.6g

2.0g 〔推定値〕

主菜A 天ぷら盛り合わせ鶏肉チリソースかけ縞ほっけのみりん漬け焼き豚ロース焼きの三升漬け添えさんまの煮付け鶏肉の明太マヨ焼き

主菜 いぶり鶏の親子煮羅臼産秋鮭のムニエル黒酢酢豚道産かすべの生姜煮エビと卵のチリソース煮三元豚のカツ丼風

鶏肉、大豆、小麦、卵、ごま、りんご、えび、
かに、乳

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

松
デ
ラ
ッ
ク
ス

栄養表示 熱量340kcal、蛋白質20.2g、
脂質14.5g、炭水化物29.9g

食塩相当量 3.9g 〔推定値〕

アレルギー 鶏肉、えび、いか、小麦、卵、乳、大豆、ごま

熱量327kcal、蛋白質19.9g、
脂質21.4g、炭水化物16.5g

2.2g 〔推定値〕
さけ、小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、豚肉、
ゼラチン

熱量287kcal、蛋白質11.1g、
脂質13.3g、炭水化物31.9g

2.1g 〔推定値〕
小麦、卵、大豆、豚肉、乳、ごま

熱量317kcal、蛋白質11.9g、
脂質14.0g、炭水化物24.5g

3.0g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、さけ、ごま、えび

熱量298kcal、蛋白質18.8g、
脂質13.2g、炭水化物28.2g

2.7g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、豚肉、ごま、
えび、もも、ゼラチン、落花生、りんご

熱量393kcal、蛋白質12.1g、
脂質19.6g、炭水化物42.9g

1.8g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、豚肉、くるみ、ごま

竹
バ
ラ
ン
ス 

梅
ラ
イ
ト

豚肉の山椒炒め羅臼産宗八かれいの唐揚げ鶏肉のしょうがみぞれがけたらのパン粉焼き豚肉と野菜のＸＯ醤炒め海老かつの卵とじ

高野豆腐と南瓜のクリーム煮鶏肉と野菜の煮物ちくわとごぼうの卵とじ肉団子の甘酢あんほきの照焼き豚肉の高菜炒め

鶏キムチ炒めいわしフライ豚肉の中華炒めあじフライ豚肉の味噌炒めニラ玉炒め

12月 21日  月 12月 22日  火 12月 23日  水 12月 24日  木 12月 25日  金第3週12月 12月 26日  土

ク
リ
ス
マ
ス

メ
ニ
ュ
ー 栄養表示

食塩相当量
アレルギー

熱量1,792kcal、蛋白質20.5g、
脂質115.6g、炭水化物167.4g
1.0g 〔推定値〕
卵、小麦、乳成分、大豆、もも

熱量1,022kcal、蛋白質11.3g、
脂質66.8g、炭水化物93.9g
0.6g 〔推定値〕
卵、小麦、乳成分、大豆、もも

メニュー名

お届け日

いちご5号いちごミニケーキ
12 月 24日  木

熱量268kcal、蛋白質2.8g、
脂質17.9g、炭水化物24.0g
0.0g 〔推定値〕
乳成分、卵、アーモンド

〈純生クリーム〉熱量245kcal、蛋白質2.9g、脂質17.3g、炭水化物18.6g
〈はこだて恋苺〉熱量245kcal、蛋白質2.9g、脂質17.3g、炭水化物18.6g
〈純生クリーム〉0.1g 〈はこだて恋苺〉0.1g 〔推定値〕
乳成分、卵、小麦、ゼラチン

特製モンブラン純生クリームとはこだて恋苺のXmasショートケーキセット

栄養表示

食塩相当量
アレルギー

熱量540kcal、蛋白質27.8g、
脂質42.5g、炭水化物10.5g
1.9g 〔推定値〕
小麦、卵、大豆、鶏肉

メニュー名 手羽先あぶり焼き
12月 第3週（12月22日～25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588kcal、蛋白質19.9g、
脂質6.4g、炭水化物108.3g
2.5g 〔推定値〕
小麦、大豆、鶏肉、ごま、えび、卵

メニュー名

お届け日

ちらし寿司
12 月 26日  土

栄養表示

食塩相当量
アレルギー

熱量398kcal、蛋白質7.7g、
脂質1.0g、炭水化物89.1g
1.1ｇ 〔推定値〕
大豆、小麦

12 月 21日  月
メニュー名

お届け日

かぼちゃぜんざい
特
別
メ
ニ
ュ
ー

栄養表示

食塩相当量
アレルギー

熱量532kcal、蛋白質29.4g、脂質5.7g、炭水化物90.1g
〈添付たれ〉熱量2kcal、蛋白質0.2g、脂質0g、炭水化物0.3g
4.7g　〈添付たれ〉0.3g 〔推定値〕
かに、小麦、いくら、さけ、大豆

12 月 24日  木
メニュー名

お届け日

贅沢かに食べくらべ三色丼
人
気
空
弁
メ
ニ
ュ
ー
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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！

熱量269kcal、蛋白質14.3g、
脂質12.0g、炭水化物25.4g

2.5g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、卵、乳、大豆、豚肉、ごま、
ゼラチン

熱量302kcal、蛋白質15.3g、
脂質17.5g、炭水化物22.6g

1.8g 〔推定値〕
大豆、卵、小麦、乳、豚肉、ごま、鶏肉

熱量343kcal、蛋白質20.1g、
脂質20.0g、炭水化物20.9g

2.2g 〔推定値〕
乳、大豆、小麦、卵、鶏肉、ごま、豚肉、
ゼラチン

熱量352kcal、蛋白質13.6g、
脂質21.1g、炭水化物25.8g

1.8g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、大豆、豚肉、ゼラチン、卵、乳

熱量210kcal、蛋白質11.5g、
脂質10.5g、炭水化物16.8g

2.1g 〔推定値〕
乳、豚肉、大豆、小麦、さば、卵、鶏肉、
ごま、ゼラチン

熱量286kcal、蛋白質7.1g、
脂質17.3g、炭水化物25.2g

2.0g 〔推定値〕
小麦、大豆、豚肉、ゼラチン、卵、乳、鶏肉

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

熱量274kcal、蛋白質15.9g、
脂質11.8g、炭水化物24.6g

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

熱量276kcal、蛋白質10.0g、
脂質15.7g、炭水化物22.4g

2.1g 〔推定値〕

主菜A さばの味噌煮豆乳ジンギスカン

主菜 天ぷら盛り合わせタンドリーチキン　

大豆、小麦、牛肉、豚肉、りんご、ごま、卵、
乳、鶏肉

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

松
デ
ラ
ッ
ク
ス

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

熱量351kcal、蛋白質10.4g、
脂質16.1g、炭水化物40.0g

2.1g 〔推定値〕
牛肉、小麦、大豆、卵、えび、りんご

熱量448kcal、蛋白質25.7g、
脂質24.5g、炭水化物28.6g

2.8g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、卵、さけ、大豆、豚肉、いか、
ゼラチン、えび、乳

竹
バ
ラ
ン
ス 

梅
ラ
イ
ト

いぶり鶏のにら卵とじそいのタルタル焼き

具沢山がんもの煮物鶏肉とポテトのケチャップ炒め

豚肉とザーサイの炒め物厚揚げと白菜の味噌炒め

12月 28日  月 12月 29日  火第4週12月
冷
凍
商
品 栄養表示

食塩相当量

アレルギー

熱量514kcal、蛋白質13.6g、
脂質17.4g、炭水化物71.3g
2.2g 〔推定値〕
卵、乳成分、小麦、牛肉、大豆、鶏肉、
豚肉、りんご、ごま

熱量532kcal、蛋白質13.9g、
脂質19.1g、炭水化物71.8g
2.2g 〔推定値〕
乳成分、小麦、さば、大豆、鶏肉、豚肉、
ごま

メニュー名

お届け日

北海道産牛肉弁当北海道グルメ豚丼
熱量401kcal、蛋白質17.9g、
脂質2.7g、炭水化物74.8g
2.8g 〔推定値〕
乳成分、小麦、さば、大豆

バターコーン帆立弁当
12 月 25日  金

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552kcal、蛋白質19.0g、
脂質13.0g、炭水化物81.8g
2.1g 〔推定値〕
小麦、乳、牛肉、大豆、豚肉、卵、さけ、
りんご、鶏肉、ごま

12 月 30日  水
年末幕ノ内弁当

年
末
幕
ノ
内
弁
当

ご
飯 栄養表示 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 ライス〈白米〉（150g）
※道産米を使用しています。
※ライス（白米）の容器は
　レンジ使用不可です。

カ
レ
ー

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

熱量858kcal、蛋白質22.6g、
脂質31.9g、炭水化物115.5g
4.0g 〔推定値〕
小麦、乳、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、
りんご、ごま、卵

熱量585kcal、蛋白質10.8g、
脂質16.2g、炭水化物95.8g
3.4g 〔推定値〕
小麦、乳、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、
りんご、ごま

メニュー名 とんかつカレーカレーライス
熱量700kcal、蛋白質15.6g、
脂質22.0g、炭水化物106.2g
3.9g 〔推定値〕
小麦、乳、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、
りんご、ごま、えび、卵

えびフライカレー


