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ミックスフライ 小麦・卵・エビ

炒り豆腐 小麦・卵

しば漬 小麦

こんにゃくと玉ねぎの甘辛煮

きぬさやのおかか和え 茶そば

チーズカルボナーラサラダ 小麦・卵・乳

卵・乳

玉ねぎとハムの炒め物

カレイのチリソース 小麦・乳

星形オムレツのミートソースがけ 小麦・卵

おくらとなめたけの和え物 小麦

白菜と揚げ人参のお浸し

ホタテの野菜炒め 小麦・乳

262 12.8

牛肉のブラウンソース 小麦・卵・乳

サーモンひとくちカツ 小麦・卵・乳

じゃがいものハニーマスタード炒め

鶏の唐揚げ 小麦・卵・乳

マカロニサラダ 小麦・卵・乳

切干大根煮

206 11.6 9.3 18.4 2.1 27.4 2.0

小麦，乳，卵

魚介の味噌バター風味

いんげんの胡麻和え

白菜と卵の煮物

小麦，乳，卵

372 20.3 19.1

1.9

小麦

小麦・卵・乳

小麦，乳 小麦，乳，卵，そば

プルコギ
あさりバター

大根のこんぶだしあん

さつま芋のはちみつレモン

184 11.3 6.9 19.1 1.7

ジャーマンポテト

もちふの玉子とじ

キャベツとコーンの炒め物

おくらのごま和え

さわらの塩こうじ漬け焼き・鶏肉の酢豚風

ウインナーと大根のブイヨン煮

カリフラワーのさっぱり煮

522 3092.1 2.2

2.5 260 12.8 12.9 24.4592 16.4 17.5 85.2 69

416 16.1 30.4592 15.4 28.2 71.2 41 1.8

ご飯

60

44

247 9.7 14.2 20.1

小麦

小麦・乳

小麦・乳

3.0 16.1

小麦・卵

せんまい漬 小麦

もやしと人参の煮浸し

86 2.5

18.0

小麦

おにぎり（ひじきご飯、舞茸ご飯） 小麦

サバの塩焼 小麦

大根と大根菜の煮物 小麦

うずら豆

春雨と野菜の炒め物 小麦

17.0 63 1.9

1.4
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7
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7

65.7

449 19.6 8.8 70.7

じゃこおろし

526 23.9 14.1 73.4 120

ご飯

筍とこんにゃくの高菜炒め

うぐいす豆

切干大根の煮物

52

6

サワラの煮付け
肉団子の甘酢あんかけ

たらこスパゲティ

ご飯

7

2

小麦

小麦・卵・乳

小麦・乳

1.8

小麦

豆腐とカニカマの玉子とじ 小麦・卵

きゅうりとわかめの酢の物 小麦

豚焼肉 小麦

小麦

11.0

白身魚の照り焼き
つくね

【お弁当】本日は七夕の前日です。
星形のオムレツにこだわりのミート
ソースをかけました。【おかず小】ホ
タテの野菜炒めは、バターの香り
がきいた洋風の炒め物です。【お
かず】チキン南蛮は人気メニューで
す。お好みで添付のタルタルソー
スをおかけください。【あじわい】夏
が旬のアジを甘辛い煮付けにしま
した。【いろどり】メインは鶏をまろ
やかなハニーマスタードソースで味
付けました。

ミニハンバーグ 小麦・卵・乳

276 18.1 9.1 28.8 2.1

2.7

白菜と人参の煮物 小麦

わかめと椎茸の佃煮 小麦

カレイのゆず胡椒ソース・豚ヒレかつの玉子とじ風

高野豆腐と野菜の煮物

わけぎの煮浸し

ひじきの煮物

【お弁当】サワラの煮付けはふっく
らと焼き上げました。【おかず小】
ミックスフライはエビ・白身魚・イカ
のフライです。【おかず】牛すき焼き
煮は脂質の少ない赤身肉を使用し
ています。【あじわい】サケの塩焼
は、程よく脂がのったサケを低温で
じっくり焼き上げました。【いろどり】
酢豚は人気メニューです。

【お弁当】豚焼肉はご飯がすすむ
味付けです。【おかず小】海鮮ハン
バーグはタラなど魚のすり身を使
用しています。【おかず】メインメ
ニューは、アカウオを一つ一つ丁
寧に手作業で竜田揚げにしまし
た。【あじわい】焼き鳥は人気メ
ニューです。【いろどり】ホキの和風
レモンあんかけは新メニューです。
竜田揚げにしたホキにさっぱりとし
たタレをかけました。

【お弁当】本日のご飯はひじきと舞
茸のおにぎりです。【おかず小】春
雨と野菜の炒め物は、しっかり味で
ごはんが進みます。【おかず】豚
しゃぶは添付の胡麻ドレッシングを
かけてお召し上がり下さい。 【あじ
わい】白身で淡泊なタチウオを生
姜を入れた調味料で味付けし、
ふっくらとした唐揚げに仕上げまし
た。【いろどり】牛とこんにゃくの甘
辛炒めはやさしい味付けです。

【お弁当】じゃがいものハニーマス
タード炒めは新メニューです。【お
かず小】鶏の唐揚げは人気メ
ニューです。【おかず】鶏団子のト
マトソースがけは、鶏団子を軟らか
く煮込み、トマトソースをかけた夏
にぴったりのさっぱりとしたメニュー
です。【あじわい】なすのしぎ焼はリ
ニューアルし、マイルドな味つけに
仕上げました。【いろどり】メバルは
シンプルに塩焼きにしました。

84

449 17.3

小麦

2.1359 11.9 23.2 24.4 49

小麦・乳

ご飯

牛肉柳川風 小麦

海鮮ハンバーグ



小麦・卵 アジの煮つけ

535 21.4 33.7

428 3.5 426 5043.9

34.0 112

炊き合わせ（椎茸・人参）

小麦 鶏のハニーマスタード
サワラのおかか煮

卵 ごぼうの胡麻みそ煮 小麦 豆腐のナゲット

つぼ漬

小麦

小麦

ひじきの煮物

3.2

132 4.1 504 28.1 30.33.8 416 22.9 13.6 51.9 32.6 141 3.2

牛肉コロッケ 小麦・卵・乳

玉子焼

野沢菜漬 れんこんとカニカマの和え物小麦

小麦・卵 キャベツとハムの炒め物 小麦・卵・乳 星形オムレツのトマトソースがけ

小松菜のお浸し 小麦 いんげんと錦糸玉子の和え物 小麦・卵

ポテトサラダ 小麦・卵

47.8 182 4.0

小麦・卵

333 22.7 9.6 39.1 148 3.2 417 12.3 20.9 45.3 138 4.1 419 22.8 14.9

きゅうりとちくわの酢の物

小麦

白身魚の照り焼 小麦 ハッシュドビーフ 小麦・乳 メバルの塩焼き
水餃子鶏団子のトマトソースがけ 小麦・卵・乳 海鮮しゅうまい 小麦・卵・乳

白菜とあげの煮物 小麦 小松菜とあげの煮物 小麦 じゃがいもの麻婆ソースがけ

小麦 キャベツと紅エビのサラダ 小麦・卵・乳・エビ 豆腐のすき焼き風煮

春雨サラダ中華風

ジャーマンポテト 玉葱と魚肉ソーセージのコンソメ煮卵・乳

なすのしぎ焼 おくらのおろし和え

17.1 21.3 27.5 70 3.2 612 14.7 39.8 43.9

小麦・乳

小麦・卵・乳

若竹煮 ぜんまいの田舎煮 小麦小麦

白いんげん豆

小麦

2.6426 18.7 26.3 27.8 98 3.2 376

豚しゃぶ 小麦・卵 タチウオの唐揚げ 小麦・卵・乳 牛とこんにゃくの甘辛炒め
白はんぺんフライイワシ入さつま揚げ 小麦・乳 合鴨スモーク 小麦

3.9 462 22.9 17.1

91

細切昆布煮

白菜とツナの煮物 小麦・乳 タラモサラダ

小麦・卵 炊き合わせ【さつまあげ・椎茸・こんにゃく】 小麦 ナポリタンスパゲティ 小麦・卵・乳炊き合わせ【高野豆腐・花かまぼこ・オクラ】

春雨と野菜の炒め物 小麦 さつまいもの白和え 大根の梅かつお和え

豆乳揚げ出し 小麦・卵・乳

冷奴 大根と大根菜の煮物 小麦 かぼちゃとごぼうの甘辛

50.5 94

大根とじゃこのサラダ 小麦

375 25.4 13.3 38.3 126 3.6 479 27.0 25.3 34.3 142

酢豚
なすとカニカマの玉子とじ

冬瓜の鶏そぼろ

こんにゃくのどて煮風

小麦・卵

ほうれん草と人参のお浸し わかめと生姜の酢の物 小麦小麦

小麦

白菜とミンチの炒め物 小麦 うぐいす豆 こつぶ揚げのコンソメ煮 卵・乳

アカウオのオイスターあんかけ 小麦 焼き鳥 小麦・乳 ホキの和風レモンあんかけ
照り焼きつくね

しゅうまい

きゅうりのレモンドレッシング和え

アスパラと玉葱の炒め物

豆のごま和えサラダ

小麦・卵・乳

小麦・乳

小麦・乳

小麦・卵

小麦・乳

小麦・卵・乳

小麦

小麦

小麦・卵

小麦

小麦

小麦・卵・カニ

小麦・卵・乳

牛肉と玉ねぎの甘辛炒め

鶏つくね・煮玉子

きゅうりと大根の甘酢漬

ゆず風味きんぴら

サケの塩焼

小麦・卵

小麦

小麦

7

3

2

7

4

7

5

7

牛すき焼き煮

カニのふわふわ豆腐
マカロニサラダ

ニラ玉

あげと昆布の煮物

大根の赤しそふりかけ和え

チキンのみそだれがけ

蓮根とほうれん草のポン酢和え

大根菜とひじきの炒め物

きゅうりと大根の甘酢漬

アサリと大根の生姜煮

チキン南蛮

黒豆

471 525 19.6 23.8 52.5 94 3.3444 28.9

6

7

4.223.2 27.2 86

くわいの梅和え

ジャーマンポテト 卵・乳 さつまいもの旨煮 小麦・乳

小麦

19.9 26.7 35.8 148 3.5

小麦

小麦

小麦・乳

小麦・乳

小麦・卵

小麦

小麦

小麦・卵

小麦

小麦・卵・乳

小麦・乳

2.8

小麦

小麦・乳

小麦

小麦・乳

卵


