
8月20日(月) 8月21日(火) 8月22日(水) 8月23日(木) 8月24日(金) 8月25日(土)

主菜A 赤魚の粕漬け焼き おろしとんかつ
にしんみりん

漬け焼き
鶏肉の和風

マヨネーズ焼き
さわらの

麹漬け焼き
鶏とごぼうの
炊き込みご飯

チンゲン菜とハムの
中華炒め

じゃが芋と葱の炒め物 野菜炒め 千切り高野豆腐の煮物
おさかなソーセージの
ケチャップソテー

人参しりしり

三角信田の煮物 豆腐の五目あんかけ ミートスパゲティ
レバーとほうれん草の
甘辛和え

具沢山がんもの煮物 天ぷら盛り合わせ

ごぼうサラダ きのこと白菜の三杯酢 オクラの和風サラダ わかめの土佐酢和え 塩ナムル 菜の花のからし和え

高菜しそ漬け 野沢菜昆布 赤いんげん豆 甘口しそみそ 松前漬け ザーサイ漬け

おすすめ
コメント

「赤魚の粕漬け焼き」
赤魚を酒粕にじっくりと
漬け込み風味豊かに焼き

上げました。

「おろしとんかつ」
さくさくと揚げたとんか
つにおろしポン酢をのせ
さっぱりと仕上げまし

た。

「にしんみりん漬け焼き」
にしんに豊富に含まれる、カ
ルシウムには骨や歯を丈夫に
する役割があるといわれてい

ます。

「鶏肉の
和風マヨネーズ焼き」

隠し味に味噌を加えコク
をだしたソースを鶏肉に
のせこんがりと焼き上げ

ました。

「さわらの麹漬け焼き」
麹に含まれる酵素からは
オリゴ糖が産生され、乳
酸菌などの善玉菌が増殖
するもととなり、腸内環
境を整える役割があると

いわれています。

「鶏とごぼうの
炊き込みご飯」

醤油ベースの味付けでご
ぼうの香り豊かに炊きあ

げました。

栄養表示
 熱量298Kcal、蛋白質18.4g、

 脂質13.7g、炭水化物18.1g、
Na895mg

 熱量348Kcal、蛋白質16.3g、
 脂質16.8g、炭水化物32.6g、

Na656mg

 熱量304Kcal、蛋白質12.7g、
 脂質17.1g、炭水化物25.2g、

Na879mg

 熱量315Kcal、蛋白質20.3g、
 脂質14.1g、炭水化物25.8g、

Na1132mg

 熱量279Kcal、蛋白質21.7g、
 脂質12.7g、炭水化物18.1g、

Na856mg

 熱量507Kcal、蛋白質12.5g、
 脂質15.2g、炭水化物77.4g、

Na801mg

食塩相当量 2.3ｇ 1.7ｇ 2.2ｇ 2.9ｇ 2.2ｇ 2.0ｇ

アレルギー
小麦、卵、大豆、ごま、
乳、豚肉、鶏肉、牛肉

小麦、大豆、豚肉、ご
ま、卵、鶏肉、りんご

大豆、小麦、鶏肉、豚
肉、ゼラチン、ごま、
卵、牛肉、りんご

小麦、卵、大豆、鶏肉、
えび、かに、さば、乳

大豆、ごま、えび、か
に、小麦、鶏肉、乳、い
か、オレンジ

小麦、大豆、鶏肉、卵、
乳、もも、ゼラチン、や
まいも、ごま

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
8月20日(月) 8月21日(火) 8月22日(水) 8月23日(木) 8月24日(金) 8月25日(土)

主菜Ｂ
鶏肉のバーベ
キューソース

さんまの塩焼き 豚肉の焼肉風
さばのもろみ

漬け焼き
焼き餃子

礼文産真ほっけ
の塩焼き

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

「鶏肉のバーベキュー
ソース」

トマトベースのソースに
隠し味ですりおろしりん
ごをくわえ、酸味と甘み

をひきだしました。

「さんまの塩焼き」
脂ののったさんまをあっ
さりとシンプルな塩焼き

にしました。

「豚肉の焼肉風」
にんにくをきかせ香ばし
く仕上げました。ご飯が

進みます。

「さばのもろみ漬け焼き」
サバに多く含まれるビタミン
B12は、葉酸とともに赤血球
のヘモグロビンの生成を促す
栄養で貧血を予防する働きが

あります。

「焼き餃子」
にんにく不使用で作った
あっさりとした餃子を

ジューシーに仕上げまし
た。

「天ぷら盛り合わせ」
竹輪の天ぷら・南瓜の天
ぷら・ピーマンの天ぷら
を盛り合わせました。

栄養表示
 熱量315Kcal、蛋白質16.6g、

 脂質16.7g、炭水化物22.6g、
Na1038mg

 熱量299Kcal、蛋白質16.1g、
 脂質17.4g、炭水化物18.7g、

Na758mg

 熱量333Kcal、蛋白質15.3g、
 脂質17.4g、炭水化物27.0g、

Na523mg

 熱量373Kcal、蛋白質22.0g、
 脂質19.7g、炭水化物24.9g、

Na1080mg

 熱量286Kcal、蛋白質14.2g、
 脂質12.7g、炭水化物27.4g、

Na1186mg

 熱量324Kcal、蛋白質17.6g、
 脂質17.9g、炭水化物22.0g、

Na982mg

食塩相当量 2.6ｇ 1.9ｇ 1.3ｇ 2.7ｇ 3.0ｇ 2.5ｇ

アレルギー
小麦、大豆、鶏肉、卵、
ごま、乳、豚肉、牛肉

小麦、大豆、ごま、卵、
鶏肉、りんご、豚肉

小麦、大豆、豚肉、ご
ま、鶏肉、ゼラチン、
卵、牛肉、りんご

さば、大豆、小麦、え
び、かに

小麦、大豆、鶏肉、豚
肉、ごま、えび、かに、
乳、いか、オレンジ

小麦、大豆、卵、乳、も
も、ゼラチン、やまい
も、ごま

サラダ 玉葱レタスサラダ 彩りキャベツ 大根ミックスサラダ 玉葱レタスサラダ 彩りキャベツ 大根ミックスサラダ

栄養表示
熱量33.4Kcal,蛋白質0.9ｇ,脂質
0.1ｇ,炭水化物7.9ｇ,塩分0ｇ

熱量24Kcal,蛋白質1.3ｇ,脂質
0.2ｇ,炭水化物5.5ｇ,塩分0ｇ

熱量19.8Kcal,蛋白質0.6ｇ,脂質
0.1ｇ,炭水化物4.5ｇ,塩分0ｇ

熱量33.4Kcal,蛋白質0.9ｇ,脂質
0.1ｇ,炭水化物7.9ｇ,塩分0ｇ

熱量24Kcal,蛋白質1.3ｇ,脂質
0.2ｇ,炭水化物5.5ｇ,塩分0ｇ

熱量19.8Kcal,蛋白質0.6ｇ,脂質
0.1ｇ,炭水化物4.5ｇ,塩分0ｇ

8月第4週 8月第4週 8月23日 8月21日

大人気メニュー 大人気メニュー 木曜プレミアムメニュー 空弁

とんかつカレー カレーライス 大海老天重 贅沢海鮮釜めし

 熱量1074Kcal,蛋白質33.0g、
 脂質43.6g,炭水化物131.2g、

Na1818mg、塩分4.6ｇ

 熱量625Kcal、蛋白質11.6g、
 脂質16.3g,炭水化物104.4g、

Na1434mg、塩分3.6ｇ

 熱量891Kcal、蛋白質23.1g、
 脂質19.2g,炭水化物150.1g、

Na2540mg、塩分6.5ｇ

 熱量450Kcal,蛋白質174.0g、
 脂質2.0g,炭水化物94.3g、

Na1595mg、塩分4.1ｇ

小麦、乳、牛肉、大豆、
鶏肉、豚肉、りんご、ご
ま

小麦、乳、牛肉、大豆、
鶏肉、豚肉、りんご、ご
ま

えび、小麦、さば、大豆
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・8/20～8/25

普通食
週間　 メニュー情報
2018　-　NO.23 コープ配食サービス・おかず献立表

副菜

　★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）

＜主菜の変更は、３日前までにご連絡をお願いします。＞

※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。


