
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 からどんなことでもお気軽に

お問い合わせください！2021年3月 メニュー情報

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。

3月 1日  月 3月 2日  火 3月 3日  水 3月 4日  木 3月 5日  金第1週3月 3月 6日  土
主菜 塩ザンギあんこうの中華風野菜あん紅鮭の塩焼きトンテキホタテのピリ辛豆乳炒め牛肉の柳川風煮松

デ
ラ
ッ
ク
ス

栄養表示 熱量476kcal、蛋白質21.1g、
脂質27.3g、炭水化物34.1g

食塩相当量 2.6g 〔推定値〕

アレルギー 小麦、鶏肉、牛肉、大豆、りんご

熱量372kcal、蛋白質17.9g、
脂質18.8g、炭水化物31.8g
2.3g 〔推定値〕
小麦、大豆、豚肉、ゼラチン、えび、いか、
卵、ごま、鶏肉

熱量356kcal、蛋白質20.5g、
脂質12.2g、炭水化物31.4g
2.8g 〔推定値〕
さけ、鶏肉、小麦、大豆、くるみ

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361kcal、蛋白質12.2g、
脂質22.4g、炭水化物26.9g
1.7g 〔推定値〕
牛肉、小麦、卵、大豆、さば、ごま

主菜A さんま生姜煮鶏肉の香草焼きぶりの麹漬焼き豚肉と大根のさっぱり煮赤魚の磯辺焼き野菜たっぷりちゃんぽん風炒め

栄養表示 熱量252kcal、蛋白質13.2g、
脂質13.6g、炭水化物17.6g

食塩相当量 2.5g 〔推定値〕

アレルギー 小麦、大豆、卵、豚肉、ごま、さば

熱量256kcal、蛋白質16.4g、
脂質14.0g、炭水化物14.4g
2.1g 〔推定値〕
鶏肉、乳、小麦、大豆、豚肉、えび、落花生、
ゼラチン、ごま

熱量257kcal、蛋白質14.6g、
脂質13.8g、炭水化物16.2g
2.1g 〔推定値〕
豚肉、小麦、大豆、ごま、乳、鶏肉、ゼラチン

熱量302kcal、蛋白質20.0g、
脂質16.3g、炭水化物17.5g
1.9g 〔推定値〕
大豆、豚肉、乳、鶏肉、小麦、ごま

熱量262kcal、蛋白質12.8g、
脂質12.3g、炭水化物17.7g
1.8g 〔推定値〕
大豆、小麦、鶏肉、豚肉、ごま、卵

熱量263kcal、蛋白質11.2g、
脂質14.8g、炭水化物20.2g
1.8g 〔推定値〕
大豆、豚肉、えび、いか、小麦、卵、乳、
りんご、ごま、鶏肉、ゼラチン

主菜B

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

主菜A さばの塩焼き豚肉の中華炒め厚揚げの肉じゃが風鶏肉のぽん酢炒めじゃが芋と高野豆腐の甘辛炒め豚肉の味噌炒め

栄養表示 熱量256kcal、蛋白質14.9g、
脂質9.0g、炭水化物13.8g

食塩相当量 2.3g 〔推定値〕

アレルギー さば、豚肉、小麦、大豆、ごま

熱量210kcal、蛋白質14.1g、
脂質13.0g、炭水化物9.3g
1.8g 〔推定値〕
豚肉、小麦、卵、乳、大豆、もも、ゼラチン、
えび、落花生、鶏肉、ごま

熱量201kcal、蛋白質6.9g、
脂質7.2g、炭水化物26.0g
2.5g 〔推定値〕
大豆、小麦、豚肉、ごま、乳、鶏肉、ゼラチン

熱量277kcal、蛋白質15.3g、
脂質16.5g、炭水化物15.6g
1.4g 〔推定値〕
鶏肉、大豆、小麦、ごま

熱量212kcal、蛋白質7.8g、
脂質9.5g、炭水化物23.8g
1.9g 〔推定値〕
大豆、牛肉、鶏肉、豚肉、小麦、ごま

熱量327kcal、蛋白質13.1g、
脂質17.4g、炭水化物27.1g
1.6g 〔推定値〕
豚肉、小麦、乳、大豆、卵、りんご、ごま

天ぷら盛り合わせ（とり天入り）子持ちにしんの一夜干し鶏肉の葱ソースかけ羽幌産真がれいの塩焼きインカのめざめの黄金肉じゃがさばのだし醤油漬け焼き
熱量288kcal、蛋白質8.7g、
脂質13.9g、炭水化物30.9g
2.1g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、えび、豚肉、
ごま、さば

熱量263kcal、蛋白質19.5g、
脂質15.8g、炭水化物10.9g
2.3g 〔推定値〕
小麦、大豆、豚肉、えび、落花生、鶏肉、
ゼラチン、ごま

熱量260kcal、蛋白質14.0g、
脂質15.0g、炭水化物16.2g
1.9g 〔推定値〕
鶏肉、豚肉、小麦、大豆、ごま、乳、ゼラチン

熱量268kcal、蛋白質23.4g、
脂質10.6g、炭水化物14.2g
1.6g 〔推定値〕
大豆、小麦、卵、乳、鶏肉、ごま

熱量280kcal、蛋白質8.8g、
脂質14.5g、炭水化物28.7g
2.0g 〔推定値〕
大豆、豚肉、小麦、鶏肉、ごま

熱量290kcal、蛋白質12.7g、
脂質17.2g、炭水化物19.7g
2.2g 〔推定値〕
小麦、さば、大豆、りんご、ごま

主菜B 和風ハンバーグお麩の甘酢炒め豚肉ときのこの炒め物ししゃもフライチキンカツさつま揚げのカレー風味炒め

栄養表示 熱量222kcal、蛋白質10.1g、
脂質10.0g、炭水化物23.0g

食塩相当量 2.6g 〔推定値〕

アレルギー 小麦、乳、牛肉、大豆、鶏肉、ごま、豚肉、
さば

熱量154kcal、蛋白質6.8g、
脂質5.8g、炭水化物19.7g
1.5g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、もも、ゼラチン、えび、
落花生、鶏肉、豚肉、ごま

熱量216kcal、蛋白質11.4g、
脂質11.4g、炭水化物16.0g
1.8g 〔推定値〕
豚肉、小麦、大豆、ごま、乳、鶏肉、ゼラチン

熱量276kcal、蛋白質11.0g、
脂質15.2g、炭水化物23.1g
1.7g 〔推定値〕
小麦、大豆、鶏肉、ごま

熱量243kcal、蛋白質12.7g、
脂質12.4g、炭水化物19.4g
1.3g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、牛肉、豚肉、ごま

熱量230kcal、蛋白質8.4g、
脂質8.6g、炭水化物29.9g
1.8g 〔推定値〕
小麦、乳、大豆、えび、いか、りんご、ごま

竹
バ
ラ
ン
ス 

梅
ラ
イ
ト

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

3 月 3日  水ひ
な
ま
つ
り
空
弁

栄養表示

食塩相当量
アレルギー

熱量536kcal、蛋白質22.5g、脂質7.0g、炭水化物95.8g
（添付たれ）熱量2kcal、蛋白質0.2ｇ、脂質0ｇ、炭水化物0.3ｇ
5.0g （添付たれ）0.3ｇ 〔推定値〕
小麦、さけ、大豆、ゼラチン （添付たれ）小麦、さけ、大豆

メニュー名 佐藤水産 いくら増し増しさくらます弁当

お届け日

3 月 3日  水
ひ
な
ま
つ
り
限
定

和
菓
子 栄養表示

食塩相当量
アレルギー

【桜】熱量164kcal、蛋白質3.4g、脂質0.3g、炭水化物36.8g 
【福梅】熱量147kcal、蛋白質2.2g、脂質0.2g、炭水化物34.0g
【桃】熱量150kcal、蛋白質3.1g、脂質0.3g、炭水化物33.7g 
【三色巻】熱量135kcal、蛋白質1.6g、脂質0.2g、炭水化物31.7g
【桜】0.02g 【福梅】0.03g 【桃】0.05g 【三色巻】0.02g 〔推定値〕
卵、乳、大豆

メニュー名 日糧 ひな和生
〈1個あたり〉熱量145kcal、蛋白質2.4g、
脂質0.6g、炭水化物32.5g

〈1個あたり〉0.01g 〔推定値〕
乳、大豆

日糧 うぐいす餅

お届け日

土
曜
プ
レ
ミ
ア
ム

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

熱量781kcal、蛋白質26.0g、
脂質24.9g、炭水化物105.8g
4.6g 〔推定値〕
かに、小麦、卵、いか、大豆、豚肉、鶏肉、ごま、
りんご、えび、やまいも、さば、くるみ、乳

メニュー名

お届け日

『まごわやさしい』弁当
3月 6日  土日

曜
弁
当
く
つ
ろ
ぎ

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

熱量302kcal、蛋白質18.0g、
脂質15.1g、炭水化物23.4g
2.5g 〔推定値〕
乳成分、小麦、ごま、さば、大豆、
鶏肉、豚肉、りんご

メニュー名

お届け日

ポークチャップ
3月 5日  金

栄養表示

食塩相当量
アレルギー

熱量226kcal、蛋白質13.2g、
脂質12.4g、炭水化物13.4g
1.6g 〔推定値〕
豚肉、大豆、小麦、さば、牛肉、ゼラチン

メニュー名 8品目の具だくさん豚汁
3月 第1週（3月1日～5日）  週

替
わ
り

サ
イ
ド
メ
ニ
ュ
ー



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 からどんなことでもお気軽に

お問い合わせください！2021年3月 メニュー情報

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。

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

土
曜
プ
レ
ミ
ア
ム

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

熱量522kcal、蛋白質22.4g、
脂質7.1g、炭水化物87.6g
2.8g 〔推定値〕
小麦、大豆、鶏肉、卵、りんご、
さば、ごま、乳、豚肉、ゼラチン

メニュー名

お届け日

帆立のわっぱ飯
3月 13日  土日

曜
弁
当
く
つ
ろ
ぎ

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

熱量256kcal、蛋白質13.4g、
脂質11.6g、炭水化物24.9g
2.9g 〔推定値〕
卵、乳成分、小麦、えび、かに、牛肉、
ゼラチン、大豆、鶏肉、豚肉、りんご

メニュー名

お届け日

煮込みハンバーグ
3月 12日  金週

替
わ
り
メ
ニ
ュ
ー

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

熱量712kcal、蛋白質21.7g、
脂質21.8g、炭水化物102.0g
3.0g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、豚肉

メニュー名 三元豚のかつ丼
3月 第2週（3月8日～12日）  

3月 8日  月 3月 9日  火 3月 10日  水 3月 11日  木 3月 12日  金第2週3月 3月 13日  土
主菜 えびと卵のチリソース煮羽幌産真だらの香草フライ豚の角煮ミックスチキンステーキ銀ひらすの西京漬け焼きえびのナッツ入り甘辛炒め松

デ
ラ
ッ
ク
ス

栄養表示 熱量283kcal、蛋白質18.1g、
脂質12.0g、炭水化物28.2g

食塩相当量 2.8g 〔推定値〕

アレルギー 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500kcal、蛋白質28.3g、
脂質27.3g、炭水化物32.0g
2.8g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、大豆、卵、牛肉、豚肉、
オレンジ、りんご、乳

熱量362kcal、蛋白質12.9g、
脂質23.8g、炭水化物21.6g
4.0g 〔推定値〕
豚肉、大豆、小麦、卵、りんご、ごま、
落花生、ゼラチン、鶏肉

熱量397kcal、蛋白質24.2g、
脂質26.5g、炭水化物14.0g
2.7g 〔推定値〕
小麦、乳、大豆、鶏肉、豚肉、えび、卵

熱量417kcal、蛋白質20.5g、
脂質20.9g、炭水化物35.8g
3.2g 〔推定値〕
乳、大豆、牛肉、鶏肉、小麦、ごま

熱量518kcal、蛋白質23.3g、
脂質28.4g、炭水化物41.9g
4.0g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、豚肉、ごま、
えび、カシューナッツ、ゼラチン

主菜A

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

主菜B 牛肉のコチュジャン炒めほきのもろみ漬け焼き酢豚風赤魚の西京焼き鶏肉のスパイシーグリル銀鮭の塩焼き

栄養表示 熱量291kcal、蛋白質12.8g、
脂質17.3g、炭水化物19.4g

食塩相当量 1.9g 〔推定値〕

アレルギー 牛肉、大豆、小麦、卵、乳、豚肉、ごま、鶏肉

熱量300kcal、蛋白質16.8g、
脂質15.1g、炭水化物22.7g
1.6g 〔推定値〕
大豆、えび、小麦、かに、卵

熱量295kcal、蛋白質15.2g、
脂質15.9g、炭水化物25.4g
1.7g 〔推定値〕
豚肉、大豆、落花生、小麦、卵、りんご、
鶏肉、ゼラチン、ごま

熱量253kcal、蛋白質15.9g、
脂質9.0g、炭水化物26.5g
2.5g 〔推定値〕
大豆、小麦、卵、牛肉、鶏肉、豚肉、えび、
かに、いか、さけ、さば

熱量282kcal、蛋白質13.1g、
脂質17.2g、炭水化物17.5g
1.7g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、乳、大豆、ごま

熱量263kcal、蛋白質19.4g、
脂質10.0g、炭水化物23.6g
2.1g 〔推定値〕
さけ、小麦、卵、大豆、えび、乳、鶏肉、ごま

主菜A ふんわり卵とブロッコリーの炒め物炭火焼き鳥風オムレツ豚肉の生姜炒め白身魚の照焼き鶏肉のケチャップ炒め

栄養表示 熱量231kcal、蛋白質9.9g、
脂質12.8g、炭水化物18.9g

食塩相当量 2.0g 〔推定値〕

アレルギー 小麦、卵、大豆、やまいも、ゼラチン、
乳、豚肉、ごま、鶏肉

熱量214kcal、蛋白質10.7g、
脂質13.0g、炭水化物13.7g
2.0g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、えび、豚肉、
ゼラチン、かに

熱量230kcal、蛋白質9.3g、
脂質10.5g、炭水化物26.7g
2.2g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、落花生、
りんご、ごま、豚肉、ゼラチン

熱量267kcal、蛋白質13.8g、
脂質11.3g、炭水化物26.0g
2.1g 〔推定値〕
豚肉、大豆、小麦、卵、乳、鶏肉、牛肉、
えび、かに、いか、さけ、さば

熱量132kcal、蛋白質13.1g、
脂質1.5g、炭水化物16.1g
2.5g 〔推定値〕
小麦、大豆、ごま

熱量234kcal、蛋白質13.1g、
脂質9.1g、炭水化物24.6g
2.1g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、大豆、乳

主菜B 焼き餃子高野豆腐ときのこの炒め物鶏ささみフライ厚揚げと大根の含め煮豚肉のプルコギ風さんまの唐揚げ

栄養表示 熱量202kcal、蛋白質7.8g、
脂質7.3g、炭水化物25.8g

食塩相当量 1.6g 〔推定値〕

アレルギー 小麦、大豆、鶏肉、豚肉、卵、やまいも、
ゼラチン、ごま

熱量199kcal、蛋白質7.8g、
脂質8.3g、炭水化物21.6g
1.6g 〔推定値〕
えび、小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、豚肉、
ゼラチン、かに

熱量254kcal、蛋白質10.5g、
脂質10.7g、炭水化物30.2g
1.9g 〔推定値〕
小麦、大豆、鶏肉、落花生、卵、りんご、
ごま、豚肉、ゼラチン

熱量181kcal、蛋白質5.4g、
脂質5.7g、炭水化物26.6g
2.2g 〔推定値〕
大豆、小麦、卵、乳、鶏肉、牛肉、豚肉、
えび、かに、いか、さけ、さば

熱量197kcal、蛋白質12.5g、
脂質9.4g、炭水化物14.9g
2.2g 〔推定値〕
豚肉、大豆、小麦、ごま

熱量221kcal、蛋白質8.4g、
脂質9.3g、炭水化物25.9g
1.5g 〔推定値〕
小麦、大豆、乳、鶏肉

竹
バ
ラ
ン
ス 

梅
ラ
イ
ト

日高産こまいのから揚げ大豆ミートの肉団子砂かれいの煮付け鶏肉のごまだれ焼きさばのみぞれ煮豚肉の柚こしょう炒め
熱量304kcal、蛋白質13.6g、
脂質19.4g、炭水化物17.6g
2.5g 〔推定値〕
大豆、小麦、卵、乳、豚肉、ごま、鶏肉

熱量286kcal、蛋白質10.7g、
脂質12.5g、炭水化物28.8g
2.1g 〔推定値〕
小麦、大豆、ごま、えび、かに、卵

熱量254kcal、蛋白質16.8g、
脂質9.8g、炭水化物27.0g
2.5g 〔推定値〕
小麦、さば、大豆、卵、落花生、りんご、
ごま、鶏肉、豚肉、ゼラチン

熱量279kcal、蛋白質14.4g、
脂質14.5g、炭水化物22.2g
2.0g 〔推定値〕
鶏肉、大豆、小麦、牛肉、豚肉、えび、かに、
いか、さけ、さば、ごま

熱量291kcal、蛋白質13.5g、
脂質17.2g、炭水化物19.3g
2.3g 〔推定値〕
さば、小麦、乳、大豆、ごま

熱量261kcal、蛋白質18.4g、
脂質10.3g、炭水化物22.8g
2.3g 〔推定値〕
豚肉、小麦、卵、大豆、えび、乳、鶏肉



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 からどんなことでもお気軽に

お問い合わせください！2021年3月 メニュー情報

〈1缶190gあたり〉熱量45kcal、
蛋白質1.7g、脂質0.4g、炭水化物9.5g｠｠

0.1g

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

商品名
箱
売
り 

飲
料

食塩無添加野菜ジュース
〈1缶190gあたり〉熱量53kcal、
蛋白質2.1g、脂質0g、炭水化物11.2g｠｠

0.08g

食塩無添加濃いトマトジュース
〈1パック200mlあたり〉熱量110kcal、
蛋白質6.8g、脂質4.6g、炭水化物10.4g｠｠

0.4g
大豆

国産大豆の調製豆乳
〈1パック200mlあたり〉熱量129kcal、
蛋白質4.8g、脂質5.4g、炭水化物15.2g

0.4g
大豆

国産大豆の豆乳飲料麦芽コーヒー

〈1食10gあたり〉熱量40kcal、
蛋白質3.0g、脂質1.7g、炭水化物3.2g｠｠

1.7g

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

商品名
箱
売
り 

汁
も
の

豚汁

小麦、大豆、鶏、豚

〈1食3.6gあたり〉熱量10kcal、
蛋白質0.4g、脂質0.06g、炭水化物1.9g｠｠

1.1g

沖縄県産もずくスープ

小麦、大豆、ごま

〈1食7gあたり〉熱量30kcal、
蛋白質2.5g、脂質1.6g、炭水化物1.4g｠｠

1.3g

たまごスープ

卵、小麦、かに、大豆、鶏

〈1パック200gあたり〉熱量290kcal、
蛋白質4.2g、脂質0.8g、炭水化物65.6g｠｠

0g

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

商品名箱
売
り 

パ
ッ
ク
ご
飯

おいしいご飯（山形県産はえぬき使用）



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 からどんなことでもお気軽に

お問い合わせください！2021年3月 メニュー情報

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。

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

3月 15日  月 3月 16日  火 3月 17日  水 3月 18日  木 3月 19日  金第3週3月 3月 20日  土
主菜 天ぷら盛り合わせボルシチ風煮込みいぶり鶏の親子煮銀鮭のムニエル黒酢酢豚道産かすべの生姜煮松

デ
ラ
ッ
ク
ス

栄養表示 熱量351kcal、蛋白質10.4g、
脂質16.1g、炭水化物40.0g

食塩相当量 2.1g 〔推定値〕

アレルギー 牛肉、小麦、大豆、卵、えび、りんご

熱量358kcal、蛋白質18.6g、
脂質18.2g、炭水化物30.4g
2.2g 〔推定値〕
小麦、卵、さけ、大豆、牛肉、豚肉、いか、
ゼラチン、えび、乳、鶏肉

熱量350kcal、蛋白質20.6g、
脂質15.0g、炭水化物30.9g
4.1g 〔推定値〕
鶏肉、えび、いか、小麦、卵、乳、大豆、ごま

熱量439kcal、蛋白質23.5g、
脂質29.4g、炭水化物22.0g
2.0g 〔推定値〕
さけ、小麦、卵、乳、大豆、豚肉、鶏肉

熱量285kcal、蛋白質11.1g、
脂質13.3g、炭水化物31.3g
2.0g 〔推定値〕
小麦、卵、大豆、豚肉、乳、ごま、鶏肉、
ゼラチン

熱量318kcal、蛋白質11.9g、
脂質14.0g、炭水化物24.6g
3.0g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、さけ、ごま、えび

主菜A

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

主菜B 豚肉となすの甜麺醤炒めいわしの煮付け炒り鶏さわらのバター醤油焼きマーボー豆腐キハダまぐろのカツレツ

栄養表示 熱量283kcal、蛋白質14.9g、
脂質16.1g、炭水化物18.1g

食塩相当量 2.4g 〔推定値〕

アレルギー 豚肉、大豆、小麦、卵、りんご、乳、鶏肉、
ごま、落花生

熱量285kcal、蛋白質16.0g、
脂質17.1g、炭水化物16.7g
2.3g 〔推定値〕
小麦、大豆、牛肉、鶏肉、豚肉、いか、
オレンジ、ごま、ゼラチン

熱量273kcal、蛋白質14.0g、
脂質15.8g、炭水化物17.3g
2.4g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、卵、大豆、豚肉、牛肉、ごま

熱量261kcal、蛋白質15.8g、
脂質11.6g、炭水化物22.0g
2.4g 〔推定値〕
大豆、小麦、卵、乳、もも、ゼラチン

熱量263kcal、蛋白質14.5g、
脂質13.8g、炭水化物16.7g
2.5g 〔推定値〕
大豆、小麦、卵、鶏肉、りんご、乳、豚肉、
落花生、ごま

熱量263kcal、蛋白質13.3g、
脂質12.6g、炭水化物23.5g
1.7g 〔推定値〕
小麦、卵、大豆、乳、豚肉、鶏肉、えび、
かに、ごま

主菜A あじのみりん漬け焼き豚肉と白菜のコンソメ煮チンゲン菜とえびの中華炒め照焼きハンバーグ麩と野菜の炒め物豚肉のにんにく炒め

栄養表示 熱量304kcal、蛋白質17.2g、
脂質15.0g、炭水化物22.6g

食塩相当量 1.6g 〔推定値〕

アレルギー 小麦、大豆、卵、乳、豚肉、鶏肉、ごま

熱量175kcal、蛋白質11.4g、
脂質7.9g、炭水化物14.5g
2.1g 〔推定値〕
豚肉、大豆、小麦、いか、オレンジ、ごま、
鶏肉、ゼラチン

熱量167kcal、蛋白質10.3g、
脂質8.0g、炭水化物14.0g
1.7g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン、
えび、牛肉、ごま

熱量291kcal、蛋白質11.1g、
脂質14.0g、炭水化物30.1g
2.1g 〔推定値〕
小麦、乳、牛肉、大豆、鶏肉、卵、もも、
ゼラチン

熱量177kcal、蛋白質8.8g、
脂質9.5g、炭水化物15.3g
2.0g 〔推定値〕
大豆、小麦、卵、えび、いか、乳、鶏肉、
ごま、豚肉、ゼラチン

熱量264kcal、蛋白質14.8g、
脂質14.3g、炭水化物18.1g
1.9g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、豚肉、りんご、
ごま、えび、かに

主菜B 鶏肉の甘辛炒めお麩の卵とじ豚肉の野菜炒めさばの塩焼き照焼きチキン豆腐と野菜の卵あんかけ

栄養表示 熱量332kcal、蛋白質14.2g、
脂質20.4g、炭水化物21.0g

食塩相当量 2.1g 〔推定値〕

アレルギー 鶏肉、小麦、卵、乳、大豆、豚肉、ごま

熱量119kcal、蛋白質5.1g、
脂質2.3g、炭水化物20.5g
2.1g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、いか、オレンジ、ごま、
鶏肉、豚肉、ゼラチン

熱量246kcal、蛋白質15.0g、
脂質15.1g、炭水化物11.8g
1.7g 〔推定値〕
豚肉、大豆、小麦、卵、乳、鶏肉、ゼラチン、
牛肉、ごま

熱量333kcal、蛋白質15.9g、
脂質14.5g、炭水化物19.8g
2.0g 〔推定値〕
さば、小麦、乳、大豆、卵、もも、ゼラチン

熱量177kcal、蛋白質8.7g、
脂質8.9g、炭水化物16.7g
2.3g 〔推定値〕
小麦、大豆、鶏肉、卵、乳、ごま

熱量206kcal、蛋白質9.1g、
脂質8.0g、炭水化物24.7g
2.3g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、豚肉、りんご、
ごま、えび、かに

竹
バ
ラ
ン
ス 

梅
ラ
イ
ト

小樽産ほっけフライ鶏肉の塩麹焼き鮭のトマトソースかけ豚キムチ炒めそいの照り漬け焼きチキン南蛮タルタルソース
熱量254kcal、蛋白質12.4g、
脂質13.4g、炭水化物20.3g
1.8g 〔推定値〕
小麦、大豆、卵、りんご、乳、豚肉、鶏肉
ごま

熱量272kcal、蛋白質14.9g、
脂質19.1g、炭水化物10.3g
1.8g 〔推定値〕
鶏肉、大豆、牛肉、豚肉、小麦、いか、
オレンジ、卵、ごま、ゼラチン

熱量300kcal、蛋白質17.8g、
脂質13.5g、炭水化物25.9g
2.5g 〔推定値〕

熱量297kcal、蛋白質9.4g、
脂質20.1g、炭水化物17.0g
2.1g 〔推定値〕
大豆、豚肉、小麦、卵、乳、もも、ゼラチン、
さけ、鶏肉、りんご、ごま

さけ、小麦、卵、大豆、豚肉、牛肉、ごま、乳

熱量253kcal、蛋白質19.4g、
脂質10.5g、炭水化物15.8g
2.5g 〔推定値〕
大豆、小麦、卵、鶏肉、りんご、乳、ごま

熱量300kcal、蛋白質14.3g、
脂質18.4g、炭水化物18.9g
1.9g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、大豆、卵、乳、豚肉、えび、
かに、ごま

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

黒毛和牛重
3月 20日  土日

曜
弁
当
く
つ
ろ
ぎ

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257kcal、蛋白質13.7g、
脂質10.9g、炭水化物26.7g
1.6g 〔推定値〕
卵、乳成分、小麦、ごま、ゼラチン、
大豆、鶏肉、豚肉、りんご

麻婆豆腐
3月 19日  金

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

メニュー名
熱量294kcal、蛋白質6.1g、
脂質1.2g、炭水化物61.3g
1.5g 〔推定値〕
小麦、乳、大豆、鶏肉、ゼラチン

あさりごはん
3月 第3週（3月15日～19日）  週

替
わ
り

サ
イ
ド
メ
ニ
ュ
ー

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

〈1個あたり〉熱量130kcal、蛋白質2.6g、
脂質0.3g、炭水化物29.6g
〈1個あたり〉0.1g 〔推定値〕
なし

3月 20日  土
メニュー名

お届け日

おはぎ粒あん 3個入特
別
メ
ニ
ュ
ー



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 からどんなことでもお気軽に

お問い合わせください！2021年3月 メニュー情報

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。

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

3月 22日  月 3月 23日  火 3月 24日  水 3月 25日  木 3月 26日  金第4週3月 3月 27日  土
主菜 油淋鶏赤魚の西京焼きごま油香る里芋の彩り炒め豚肉の生姜焼きワカサギのエスカベージュ青椒肉絲松

デ
ラ
ッ
ク
ス

栄養表示 熱量493kcal、蛋白質20.2g、
脂質28.0g、炭水化物36.9g

食塩相当量 3.4g 〔推定値〕

アレルギー 鶏肉、小麦、大豆、豚肉、ごま、乳

熱量307kcal、蛋白質23.9g、
脂質13.9g、炭水化物20.3g
2.9g 〔推定値〕
大豆、牛肉、小麦

熱量300kcal、蛋白質17.6g、
脂質14.1g、炭水化物27.5g
2.6g 〔推定値〕
鶏肉、大豆、えび、小麦、さば、豚肉、
カシューナッツ、ごま、ゼラチン

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460kcal、蛋白質11.8g、
脂質29.2g、炭水化物25.2g
1.6g 〔推定値〕
小麦、卵、大豆、乳、いか、さけ、りんご、
牛肉、豚肉

熱量292kcal、蛋白質19.1g、
脂質13.7g、炭水化物22.5g
3.1g 〔推定値〕
豚肉、かに、小麦、卵、いか、大豆、ごま、
えび、鶏肉、ゼラチン

主菜A ぶり大根ポークジンジャー噴火湾産さばの塩焼き鶏肉のバター醤油古平産真だらの竜田揚げ豚肉のマスタード炒め

栄養表示 熱量308kcal、蛋白質14.6g、
脂質19.4g、炭水化物17.9g

食塩相当量 2.3g 〔推定値〕

アレルギー 小麦、卵、大豆、ごま、乳、豚肉、鶏肉、
ゼラチン

熱量300kcal、蛋白質19.0g、
脂質15.0g、炭水化物20.6g
1.8g 〔推定値〕
豚肉、いか、小麦、大豆、くるみ

熱量295kcal、蛋白質19.2g、
脂質16.2g、炭水化物16.6g
2.5g 〔推定値〕
さば、小麦、卵、大豆、えび、かに、りんご

熱量277kcal、蛋白質16.2g、
脂質15.1g、炭水化物17.1g
2.3g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、大豆、乳、卵

熱量257kcal、蛋白質12.2g、
脂質13.8g、炭水化物20.3g
1.6g 〔推定値〕
小麦、大豆、卵、さけ、鶏肉、りんご、ごま

熱量300kcal、蛋白質18.7g、
脂質15.7g、炭水化物18.7g
2.1g 〔推定値〕
豚肉、小麦、卵、大豆、鶏肉、りんご

主菜B チキンステーキアップルソース道産かすべの唐揚げ牛肉とピーマンのオイスター炒め鮭の粕漬け焼き鶏肉のごまだれ焼き道産さんまの塩焼き

栄養表示 熱量290kcal、蛋白質13.4g、
脂質19.6g、炭水化物14.7g

食塩相当量 2.0g 〔推定値〕

アレルギー 鶏肉、小麦、卵、大豆、ごま、りんご、乳、
豚肉、ゼラチン

熱量253kcal、蛋白質20.2g、
脂質10.7g、炭水化物18.6g
2.0g 〔推定値〕
小麦、大豆、いか、くるみ

熱量276kcal、蛋白質12.3g、
脂質15.8g、炭水化物21.1g
2.1g 〔推定値〕
牛肉、小麦、卵、大豆、えび、かに、りんご、
鶏肉、豚肉、ゼラチン、ごま

熱量272kcal、蛋白質20.2g、
脂質9.2g、炭水化物19.9g
2.0g 〔推定値〕
さけ、小麦、卵、大豆、乳、鶏肉

熱量287kcal、蛋白質12.9g、
脂質17.2g、炭水化物19.2g
1.7g 〔推定値〕
鶏肉、大豆、小麦、卵、さけ、りんご、ごま

熱量286kcal、蛋白質14.7g、
脂質17.3g、炭水化物15.4g
2.1g 〔推定値〕
小麦、卵、大豆、鶏肉、りんご

主菜A 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白身魚フライ鶏肉の照焼き

栄養表示 熱量252kcal、蛋白質5.2g、
脂質15.7g、炭水化物22.5g

食塩相当量 1.8g 〔推定値〕

アレルギー 小麦、大豆、豚肉、ゼラチン、ごま、卵、乳

熱量221kcal、蛋白質34.3g、
脂質12.2g、炭水化物13.8g
1.6g 〔推定値〕
鶏肉、かに、小麦、卵、さば、大豆、豚肉、
ごま、くるみ、ゼラチン

熱量194kcal、蛋白質7.6g、
脂質10.1g、炭水化物18.8g
2.0g 〔推定値〕
大豆、小麦、卵、乳、もも、ゼラチン、えび、
かに、りんご、鶏肉

熱量320kcal、蛋白質13.3g、
脂質20.6g、炭水化物19.4g
1.5g 〔推定値〕
豚肉、えび、小麦、大豆、鶏肉、卵、りんご

熱量216kcal、蛋白質8.7g、
脂質8.8g、炭水化物29.0g
2.1g 〔推定値〕
小麦、大豆、ごま

熱量257kcal、蛋白質13.6g、
脂質14.3g、炭水化物16.5g
1.9g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、卵、大豆、豚肉、りんご

主菜B 豚肉と野菜のスープ煮ししゃもフライ鶏肉といんげんの味噌炒めシーフードの中華風炒め豚肉のぽん酢かけ高野豆腐の卵炒め

栄養表示 熱量301kcal、蛋白質13.1g、
脂質18.4g、炭水化物19.1g

食塩相当量 1.8g 〔推定値〕

アレルギー 小麦、大豆、豚肉、ゼラチン、ごま、卵、乳、
鶏肉

熱量237kcal、蛋白質30.0g、
脂質11.9g、炭水化物23.1g
1.7g 〔推定値〕
小麦、大豆、かに、卵、さば、鶏肉、豚肉、
ごま、くるみ

熱量257kcal、蛋白質13.5g、
脂質14.3g、炭水化物17.9g
2.3g 〔推定値〕
鶏肉、大豆、小麦、卵、えび、かに、りんご

熱量250kcal、蛋白質10.2g、
脂質14.0g、炭水化物21.7g
1.8g 〔推定値〕
えび、いか、小麦、大豆、鶏肉、卵、豚肉、
ゼラチン、ごま

熱量239kcal、蛋白質14.7g、
脂質10.2g、炭水化物20.3g
1.6g 〔推定値〕
豚肉、大豆、小麦、ごま

熱量214kcal、蛋白質8.5g、
脂質11.7g、炭水化物17.5g
2.0g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、もも、ゼラチン、鶏肉、
豚肉、えび、かに、りんご
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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597kcal、蛋白質31.1g、
脂質2.6g、炭水化物107.6g
1.7g 〔推定値〕
いか、小麦、卵、えび、さば、大豆

海鮮天重
3月 27日  土日
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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278kcal、蛋白質18.4g、
脂質15.2g、炭水化物17.8g
1.6g 〔推定値〕
卵、小麦、さば、大豆、鶏肉、豚肉

豚肉の生姜炒め
3月 26日  金週

替
わ
り
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ニ
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栄養表示

食塩相当量

アレルギー

メニュー名
熱量678kcal、蛋白質24.6g、
脂質19.3g、炭水化物98.2g
2.4g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、りんご

炭火焼きつくね丼
3月 第4週（3月22日～26日）  



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 からどんなことでもお気軽に

お問い合わせください！2021年3月 メニュー情報

〈1缶190gあたり〉熱量45kcal、
蛋白質1.7g、脂質0.4g、炭水化物9.5g｠｠

0.1g

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

商品名
箱
売
り 

飲
料

食塩無添加野菜ジュース
〈1缶190gあたり〉熱量53kcal、
蛋白質2.1g、脂質0g、炭水化物11.2g｠｠

0.08g

食塩無添加濃いトマトジュース
〈1パック200mlあたり〉熱量110kcal、
蛋白質6.8g、脂質4.6g、炭水化物10.4g｠｠

0.4g
大豆

国産大豆の調製豆乳
〈1パック200mlあたり〉熱量129kcal、
蛋白質4.8g、脂質5.4g、炭水化物15.2g

0.4g
大豆

国産大豆の豆乳飲料麦芽コーヒー

〈1食10gあたり〉熱量40kcal、
蛋白質3.0g、脂質1.7g、炭水化物3.2g｠｠

1.7g

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

商品名
箱
売
り 

汁
も
の

豚汁

小麦、大豆、鶏、豚

〈1食3.6gあたり〉熱量10kcal、
蛋白質0.4g、脂質0.06g、炭水化物1.9g｠｠

1.1g

沖縄県産もずくスープ

小麦、大豆、ごま

〈1食7gあたり〉熱量30kcal、
蛋白質2.5g、脂質1.6g、炭水化物1.4g｠｠

1.3g

たまごスープ

卵、小麦、かに、大豆、鶏

〈1パック200gあたり〉熱量290kcal、
蛋白質4.2g、脂質0.8g、炭水化物65.6g｠｠

0g

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

商品名箱
売
り 

パ
ッ
ク
ご
飯

おいしいご飯（山形県産はえぬき使用）



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 からどんなことでもお気軽に

お問い合わせください！2021年3月 メニュー情報

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。
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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539kcal、蛋白質20.7g、
脂質3.2g、炭水化物102.9g
1.9g 〔推定値〕
かに、小麦、卵、大豆、鶏肉、りんご

かにめし
4月 3日  土日
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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514kcal、蛋白質25.6g、
脂質28.5g、炭水化物37.7g
4.1g 〔推定値〕
卵、乳成分、小麦、ごま、ゼラチン、
大豆、鶏肉、豚肉

鶏肉と野菜の黒酢あん
4月 2日  金

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

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

メニュー名
熱量147kcal、蛋白質61.3g、
脂質8.1g、炭水化物16.7g
2.0g 〔推定値〕
小麦、卵

たらの芽の天ぷら
3月 第5週（3月29日～4月2日）  週

替
わ
り

サ
イ
ド
メ
ニ
ュ
ー

3月 29日  月 3月 30日  火 3月 31日  水 4月 1日  木 4月 2日  金第5週3月 4月 3日  土
主菜 羅臼産秋鮭のポワレ～マスタードソースがけ四川風麻婆豆腐赤ワイン仕立ての煮込みハンバーグ羽幌産真だらの中華蒸し豚ばらの甘辛煮かにクリームコロッケ松

デ
ラ
ッ
ク
ス

栄養表示 熱量325kcal、蛋白質19.8g、
脂質14.6g、炭水化物29.8g

食塩相当量 1.8g 〔推定値〕

アレルギー さけ、大豆、小麦、乳、卵、豚肉、鶏肉

熱量422kcal、蛋白質16.3g、
脂質29.0g、炭水化物21.5g
2.3g 〔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、鶏肉

熱量402kcal、蛋白質15.6g、
脂質22.1g、炭水化物35.3g
2.6g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、
ゼラチン、さけ、りんご

熱量339kcal、蛋白質16.2g、
脂質16.8g、炭水化物28.6g
3.0g 〔推定値〕
小麦、大豆、豚肉、ごま、卵、乳、りんご、
鶏肉、ゼラチン

熱量368kcal、蛋白質17.3g、
脂質22.2g、炭水化物22.8g
3.1g 〔推定値〕
大豆、豚肉、小麦、卵、乳、鶏肉、りんご

熱量380kcal、蛋白質10.5g、
脂質25.5g、炭水化物27.7g
1.9g 〔推定値〕
かに、小麦、乳、大豆、鶏肉、ゼラチン、
豚肉、卵

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

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258kcal、蛋白質16.6g、
脂質7.3g、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292kcal、蛋白質16.3g、
脂質17.0g、炭水化物18.4g
2.5g 〔推定値〕
鶏肉、大豆、小麦、乳、豚肉、ごま、卵

主菜B 豚肉のすき焼き風煮たらフライ鶏肉のマヨポン炒めコロコロあじの黒酢あん豚肉の梅みそ炒めほきの塩だれかけ

栄養表示 熱量308kcal、蛋白質11.0g、
脂質21.2g、炭水化物17.5g

食塩相当量 2.5g 〔推定値〕

アレルギー 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278kcal、蛋白質13.8g、
脂質14.6g、炭水化物21.9g
2.2g 〔推定値〕
鶏肉、大豆、小麦、卵、乳、ごま

熱量292kcal、蛋白質15.0g、
脂質14.9g、炭水化物23.2g
1.9g 〔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262kcal、蛋白質17.5g、
脂質10.9g、炭水化物24.1g
2.5g 〔推定値〕
大豆、小麦、乳、鶏肉、豚肉、ごま、卵

主菜A 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ともやしの塩炒め

栄養表示 熱量229kcal、蛋白質6.6g、
脂質12.2g、炭水化物23.2g

食塩相当量 1.7g 〔推定値〕

アレルギー 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300kcal、蛋白質14.9g、
脂質16.0g、炭水化物23.1g
2.4g 〔推定値〕
豚肉、小麦、乳、大豆、鶏肉、ごま、卵、
ゼラチン

主菜B 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

栄養表示 熱量312kcal、蛋白質10.6g、
脂質16.2g、炭水化物31.1g

食塩相当量 2.5g 〔推定値〕

アレルギー 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295kcal、蛋白質12.0g、
脂質17.8g、炭水化物21.7g
2.9g 〔推定値〕
大豆、小麦、乳、鶏肉、豚肉、ごま、卵
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