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大麦育ち三元豚の昆布ぽん酢ジュレ仕立て
熱量259kcal、蛋白質17.2g、
脂質14.5g、炭水化物14.8g

2.5g 〔推定値〕
大豆、豚肉、小麦

海鮮入り八宝菜
熱量349kcal、蛋白質25.3g、
脂質14.3g、炭水化物30.4g

3.6g 〔推定値〕
小麦、大豆、鶏肉、豚肉、えび、いか、ごま、
卵、ゼラチン

ビーフストロガノフ
熱量358kcal、蛋白質15.1g、
脂質19.6g、炭水化物29.6g

1.5g 〔推定値〕
乳、牛肉、小麦、大豆、豚肉、りんご、鶏肉

さばのもろみ漬け焼き
熱量453kcal、蛋白質19.3g、
脂質27.5g、炭水化物29.7g

2.8g 〔推定値〕
さば、大豆、小麦、豚肉

バジルチキン
熱量350kcal、蛋白質20.0g、
脂質24.7g、炭水化物11.2g

2.2g 〔推定値〕
鶏肉、卵、大豆、乳、豚肉、小麦

牛肉の柳川風煮
熱量348kcal、蛋白質11.9g、
脂質22.1g、炭水化物24.9g

1.7g 〔推定値〕
牛肉、小麦、卵、大豆、さば、ごま

野菜たっぷりちゃんぽん風炒め
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

赤魚の磯辺焼き
熱量260kcal、蛋白質12.4g、
脂質11.8g、炭水化物18.2g

1.8g 〔推定値〕
大豆、小麦、鶏肉、豚肉、ごま、卵

豚肉と大根のさっぱり煮
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

ぶりの麹漬焼き
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

鶏肉の香草焼き
熱量254kcal、蛋白質16.4g、
脂質14.0g、炭水化物14.1g

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

さんま生姜煮
熱量254kcal、蛋白質13.6g、
脂質13.2g、炭水化物18.7g

2.5g 〔推定値〕
小麦、大豆、卵、豚肉、ごま、さば

さばのだし醤油漬け焼き
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

インカのめざめの黄金肉じゃが
熱量278kcal、蛋白質8.4g、
脂質14.0g、炭水化物29.2g

2.0g 〔推定値〕
大豆、豚肉、小麦、鶏肉、ごま

羅臼産浅羽がれいの塩焼き
熱量269kcal、蛋白質23.4g、
脂質10.6g、炭水化物14.2g

1.9g 〔推定値〕
大豆、小麦、卵、乳、鶏肉、ごま

鶏肉の葱ソースかけ
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

子持ちにしんの一夜干し
熱量261kcal、蛋白質19.5g、
脂質15.8g、炭水化物10.6g

2.5g 〔推定値〕
小麦、大豆、豚肉、えび、落花生、鶏肉、
ゼラチン、ごま

天ぷら盛り合わせ（とり天入り）
熱量286kcal、蛋白質8.7g、
脂質13.3g、炭水化物31.9g

2.1g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、えび、豚肉、
ごま、さば

豚肉の味噌炒め
熱量317kcal、蛋白質12.7g、
脂質17.3g、炭水化物25.4g

1.6g 〔推定値〕
小麦、大豆、豚肉、卵、りんご、ごま

じゃが芋と高野豆腐の甘辛炒め
熱量214kcal、蛋白質8.4g、
脂質9.5g、炭水化物23.6g

1.8g 〔推定値〕
大豆、鶏肉、豚肉、小麦、ごま

鶏肉のぽん酢炒め
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

厚揚げの肉じゃが風
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

豚肉の中華炒め
熱量208kcal、蛋白質14.1g、
脂質13.0g、炭水化物8.9g

1.9g 〔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

さばの塩焼き
熱量258kcal、蛋白質14.8g、
脂質9.0g、炭水化物14.2g

2.3g 〔推定値〕
さば、豚肉、小麦、大豆、ごま

さつま揚げのカレー炒め
熱量220kcal、蛋白質8.0g、
脂質8.5g、炭水化物28.2g

1.7g 〔推定値〕
小麦、大豆、えび、いか、りんご、ごま

チキンカツ
熱量245kcal、蛋白質13.3g、
脂質12.4g、炭水化物19.2g

1.3g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、豚肉、ごま

ししゃもフライ
熱量298kcal、蛋白質12.5g、
脂質15.7g、炭水化物26.2g

2.1g 〔推定値〕
小麦、大豆、鶏肉、ごま

豚肉ときのこの炒め物
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

お麩の甘酢炒め
熱量152kcal、蛋白質6.8g、
脂質5.8g、炭水化物19.3g

1.6g 〔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

和風ハンバーグ
熱量224kcal、蛋白質10.0g、
脂質10.0g、炭水化物23.4g

2.6g 〔推定値〕
小麦、乳、牛肉、大豆、鶏肉、ごま、豚肉、
さば
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熱量354kcal、蛋白質5.7g、
脂質12.6g、炭水化物55.5g
0.1g 〔推定値〕
卵、乳成分、大豆、ごま

蜜芋のスイートポテト

12月 10日  金
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熱量395kcal、蛋白質18.2g、
脂質8.9g、炭水化物60.6g
4.6g 〔推定値〕
卵、小麦、そば、ごま、さば、大豆、
ゼラチン

野菜かき揚げそば
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12月 第1週（12月6日～10日）  
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熱量724kcal、蛋白質19.1g、
脂質27.6g、炭水化物91.7g
2.1g 〔推定値〕
小麦、牛肉、大豆

牛丼
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お届け日 12月 11日  土

熱量433kcal、蛋白質13.0g、
脂質3.6g、炭水化物82.7g
2.1g 〔推定値〕
さけ、小麦、乳、大豆、鶏肉、豚肉、
ゼラチン、ごま、かに、卵、いくら

紅鮭とズワイの彩りご飯
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12月 10日  金

熱量３７３ｋｃａｌ、蛋白質１５．４ｇ、
脂質１８．０ｇ、炭水化物３５．６ｇ
２．７g 〔推定値〕
小麦、ごま、さば、大豆、鶏肉

さばの味噌煮

熱量２４７ｋｃａｌ、蛋白質１２．１ｇ、
脂質８．６ｇ、炭水化物２９．４ｇ
1.6g 〔推定値〕
小麦、ごま、ゼラチン、大豆、鶏肉、
豚肉

麻婆豆腐

●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。

お
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白身魚の甘酢あん
熱量480kcal、蛋白質14.5g、
脂質21.6g、炭水化物55.9g

2.0g 〔推定値〕
小麦、乳、大豆、鶏肉、豚肉、ごま、
ゼラチン

トンテキ
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

紅鮭の塩焼き
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

あんこうの中華風野菜あん
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

ジューシー塩ザンギ
熱量476kcal、蛋白質21.1g、
脂質27.3g、炭水化物34.1g

2.6g 〔推定値〕
小麦、鶏肉、牛肉、大豆、りんご

えびのナッツ入り甘辛炒め
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

豚肉の柚こしょう炒め
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

さばのみぞれ煮
熱量275kcal、蛋白質13.4g、
脂質16.2g、炭水化物18.0g

2.3g 〔推定値〕
さば、小麦、乳、大豆、ごま

鶏肉のごまだれ焼き
熱量274kcal、蛋白質14.6g、
脂質13.7g、炭水化物22.6g

2.0g 〔推定値〕
鶏肉、大豆、小麦、豚肉、えび、かに、いか、
さけ、さば、ごま

砂かれいの煮付け
熱量258kcal、蛋白質16.6g、
脂質8.4g、炭水化物27.6g

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

大豆ミートの肉団子
熱量281kcal、蛋白質10.7g、
脂質12.0g、炭水化物28.8g

2.1g 〔推定値〕
小麦、大豆、ごま、えび、かに、卵

日高産こまいのから揚げ
熱量301kcal、蛋白質15.0g、
脂質18.1g、炭水化物18.1g

2.5g 〔推定値〕
大豆、小麦、卵、乳、豚肉、ごま、鶏肉

銀鮭の塩焼き
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

鶏肉のスパイシーグリル
熱量282kcal、蛋白質13.1g、
脂質17.2g、炭水化物17.7g

1.7g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、乳、大豆、ごま

赤魚の西京焼き
熱量256kcal、蛋白質16.0g、
脂質8.1g、炭水化物26.8g

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

酢豚風
熱量283kcal、蛋白質15.0g、
脂質14.5g、炭水化物26.0g

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

ほきのもろみ漬け焼き
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

牛肉の甘みそ炒め
熱量290kcal、蛋白質12.6g、
脂質17.2g、炭水化物19.4g

1.7g 〔推定値〕
牛肉、大豆、小麦、卵、乳、豚肉、ごま、
鶏肉

鶏肉のケチャップ炒め
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

白身魚の照焼き
熱量126kcal、蛋白質13.0g、
脂質1.5g、炭水化物14.9g

2.2g 〔推定値〕
小麦、大豆、ごま

豚肉の生姜炒め
熱量268kcal、蛋白質14.1g、
脂質11.4g、炭水化物25.8g

2.1g 〔推定値〕
豚肉、大豆、小麦、卵、乳、鶏肉、えび、
かに、いか、さけ、さば、ごま

オムレツ
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

チキンソテー
熱量225kcal、蛋白質12.9g、
脂質13.1g、炭水化物12.4g

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

ふんわり卵とブロッコリーの炒め物
熱量230kcal、蛋白質9.8g、
脂質12.7g、炭水化物18.9g

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

さんまの唐揚げ
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

豚肉のプルコギ風
熱量197kcal、蛋白質12.5g、
脂質9.4g、炭水化物15.1g

2.2g 〔推定値〕
豚肉、大豆、小麦、ごま

厚揚げと大根の含め煮
熱量182kcal、蛋白質5.7g、
脂質5.8g、炭水化物26.4g

2.2g 〔推定値〕
大豆、小麦、卵、乳、鶏肉、豚肉、えび、
かに、いか、さけ、さば、ごま

鶏ささみフライ
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

高野豆腐ときのこの炒め物
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

焼き餃子
熱量201kcal、蛋白質7.7g、
脂質7.2g、炭水化物25.8g

1.4g 〔推定値〕
小麦、大豆、鶏肉、豚肉、卵、やまいも、
ゼラチン、ごま

12月 13日  月 12月 14日  火 12月 15日  水 12月 16日  木 12月 17日  金第2週12月 12月 18日  土
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お届け日 12月 15日  水

熱量618kcal、蛋白質15.0g、
脂質35.1g、炭水化物60.5g
0.3g 〔推定値〕
卵、乳成分、小麦、大豆

ロールケーキ(濃厚ミルクとチョコ)
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568kcal、蛋白質17.0g、
脂質14.6g、炭水化物86.8g
1.5g 〔推定値〕
小麦、大豆、豚肉、りんご

豚肉の生姜焼き丼
12月 第2週（12月13日～17日）  

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

メニュー名
土
曜
プ
レ
ミ
ア
ム

お届け日 12月 18日  土

熱量252kcal、蛋白質21.0g、
脂質12.8g、炭水化物12.8g
4.5g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、牛肉、豚肉、
ゼラチン

焼きあごだしのちゃんこ鍋

●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。

お
願
い



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 からコープの夕食宅配 2021年12月 メニュー情報

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

主菜A

主菜

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

竹
バ
ラ
ン
ス 

梅
ラ
イ
ト

小樽産真ほっけの塩焼き
熱量363kcal、蛋白質22.7g、
脂質20.0g、炭水化物20.8g

2.4g 〔推定値〕
大豆、牛肉、鶏肉、小麦、ごま

ハンバーグステーキ
熱量374kcal、蛋白質19.0g、
脂質23.1g、炭水化物23.2g

3.8g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、
ゼラチン、えび

豚の角煮
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

羽幌産真だらの香草フライ
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

えびと卵のチリソース煮
熱量283kcal、蛋白質18.1g、
脂質12.0g、炭水化物28.2g

2.8g 〔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

さばのもろみ漬け焼き
熱量457kcal、蛋白質22.1g、
脂質28.0g、炭水化物26.0g

2.1g 〔推定値〕
さば、大豆、小麦、卵、乳、鶏肉、さけ、
ごま、えび

チキン南蛮タルタルソース
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

そいの照り漬け焼き
熱量254kcal、蛋白質19.5g、
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

豚キムチ炒め
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

羅臼産ますのちゃんちゃん焼き
熱量281kcal、蛋白質17.0g、
脂質13.5g、炭水化物22.2g

2.5g 〔推定値〕
さけ、小麦、卵、大豆、豚肉、牛肉、ごま、乳

鶏肉の塩麹焼き
熱量275kcal、蛋白質15.4g、
脂質19.3g、炭水化物9.9g

1.8g 〔推定値〕
鶏肉、大豆、豚肉、小麦、いか、オレンジ、
卵、ごま、ゼラチン

小樽産ほっけフライ
熱量254kcal、蛋白質12.4g、
脂質13.4g、炭水化物20.4g

1.8g 〔推定値〕
小麦、大豆、卵、りんご、乳、豚肉、鶏肉、
ごま

キハダまぐろのカツレツ
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

マーボー豆腐
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

さわらのバター醤油焼き
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

炒り鶏
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

いわしの煮付け
熱量288kcal、蛋白質16.5g、
脂質17.3g、炭水化物16.3g

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

豚肉となすの甘辛炒め
熱量283kcal、蛋白質14.9g、
脂質16.1g、炭水化物18.2g

2.4g 〔推定値〕
豚肉、大豆、小麦、卵、りんご、乳、鶏肉、
ごま、落花生

豚肉のにんにく炒め
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

麩と野菜の炒め物
熱量177kcal、蛋白質8.7g、
脂質9.5g、炭水化物15.1g

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

照焼きハンバーグ
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

チンゲン菜とえびの中華炒め
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

豚肉と白菜のコンソメ煮
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

あじのみりん漬け焼き
熱量304kcal、蛋白質17.2g、
脂質15.0g、炭水化物22.6g

1.6g 〔推定値〕
小麦、大豆、卵、乳、豚肉、鶏肉、ごま

豆腐と野菜の卵あんかけ
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

照焼きチキン
熱量177kcal、蛋白質8.6g、
脂質8.9g、炭水化物16.5g

2.3g 〔推定値〕
小麦、大豆、鶏肉、卵、乳、ごま

さばの塩焼き
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

豚肉の野菜炒め
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

お麩の卵とじ
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

鶏肉の甘辛炒め
熱量332kcal、蛋白質14.2g、
脂質20.4g、炭水化物21.0g

2.1g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、卵、乳、大豆、豚肉、ごま

12月 20日  月 12月 21日  火 12月 22日  水 12月 23日  木 12月 24日  金第3週12月 12月 25日  土

12月 22日  水

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

メニュー名デ
ザ
ー
ト

お届け日

熱量248kcal、蛋白質5.2g、
脂質16.1g、炭水化物20.0g
0.1g 〔推定値〕
卵、乳成分、大豆

黄金そだちの生キャラメルプリン
12月 22日  水

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

メニュー名
サ
イ
ド
メ
ニ
ュ
ー

お届け日

熱量377kcal、蛋白質7.9g、
脂質0.9g、炭水化物83.9g
1.1g 〔推定値〕
大豆、小麦

かぼちゃぜんざい
12月 25日  土

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

メニュー名
土
曜
プ
レ
ミ
ア
ム

お届け日

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

帆立のわっぱ飯
週
替
わ
り
メ
ニ
ュ
ー

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

12月 第3週（12月20日～24日）  
メニュー名

熱量387kcal、蛋白質9.3g、
脂質11.0g、炭水化物62.8g
3.8g 〔推定値〕
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉、牛肉、
豚肉、りんご

とろとろたまごのオムライス

●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。

お
願
い



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 からコープの夕食宅配 2021年12月 メニュー情報

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

主菜A

主菜

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

竹
バ
ラ
ン
ス 

梅
ラ
イ
ト

まろやか黒酢酢豚
熱量286kcal、蛋白質11.1g、
脂質13.3g、炭水化物31.4g

2.1g 〔推定値〕
小麦、卵、大豆、豚肉、乳、ごま、鶏肉、
ゼラチン

銀鮭のムニエル
熱量435kcal、蛋白質23.5g、
脂質29.4g、炭水化物21.0g

2.0g 〔推定値〕
さけ、小麦、卵、乳、大豆、豚肉、鶏肉

いぶり鶏の親子煮
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

豚肉のマスタード炒め
熱量297kcal、蛋白質18.6g、
脂質15.2g、炭水化物19.3g

2.2g 〔推定値〕
豚肉、小麦、卵、大豆、鶏肉、りんご

古平産真だらの竜田揚げ
熱量252kcal、蛋白質12.6g、
脂質9.4g、炭水化物28.6g

1.9g 〔推定値〕
小麦、大豆、卵、ごま

鶏肉のバター醤油
熱量277kcal、蛋白質16.2g、
脂質15.1g、炭水化物17.1g

2.2g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、大豆、乳、卵

道産さんまの塩焼き
熱量253kcal、蛋白質12.8g、
脂質14.4g、炭水化物16.0g

2.0g 〔推定値〕
小麦、卵、大豆、鶏肉、りんご

鶏肉のごまだれ焼き
熱量282kcal、蛋白質13.3g、
脂質12.8g、炭水化物27.5g

2.0g 〔推定値〕
鶏肉、大豆、小麦、卵、ごま

鮭の粕漬け焼き
熱量272kcal、蛋白質20.2g、
脂質9.2g、炭水化物19.9g

1.9g 〔推定値〕
さけ、小麦、卵、大豆、乳、鶏肉

鶏肉の照焼き
熱量253kcal、蛋白質13.5g、
脂質13.9g、炭水化物16.7g

1.9g 〔推定値〕
鶏肉、小麦、卵、大豆、豚肉、りんご

白身魚フライ
熱量212kcal、蛋白質8.6g、
脂質8.4g、炭水化物29.2g

2.1g 〔推定値〕
小麦、大豆、ごま

ポークチャップ
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

高野豆腐の卵炒め
熱量210kcal、蛋白質8.4g、
脂質11.3g、炭水化物17.7g

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

豚肉のぽん酢かけ
熱量235kcal、蛋白質14.6g、
脂質9.8g、炭水化物20.5g

1.6g 〔推定値〕
豚肉、大豆、小麦、ごま

シーフードの中華風炒め
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

12月 27日  月 12月 28日  火 12月 29日  水第4週12月

12月 30日  木

栄養表示

食塩相当量

アレルギー

メニュー名幕
の
内
弁
当

お届け日

熱量575kcal、蛋白質25.4g、
脂質13.3g、炭水化物78.7g
2.2g 〔推定値〕
小麦、大豆、鶏肉、乳、牛肉、豚肉、
卵、さけ、りんご、ごま

幕の内弁当

●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。

お
願
い



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 からコープの夕食宅配 2021年12月 メニュー情報

〈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9.6gあたり〉熱量42kcal、
蛋白質3.2g、脂質1.9g、炭水化物2.9g｠｠

1.2g

ふんわりした たまごのおみそ汁

卵、小麦、大豆

〈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）
〈1パック160gあたり〉熱量260kcal、
蛋白質6.4g、脂質0.5g、炭水化物58.7g｠｠

0.4g

おいしい赤飯（国産もち米100％使用）

〈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缶160gあたり〉熱量57kcal、蛋白質0.6g、
脂質0g、炭水化物13.6g

0.03g
オレンジ、りんご、バナナ

ミックスキャロット

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


