
注2）アレルギー主要7品目を色分けにて表示しております。（赤色：原材料含まれる　緑：同一ラインまたは、同一工場で使用）

注1）いつもご利用ありがとうございます。仕入等の都合により、急遽メニューを変更する場合がございます。ご了承ください。

脂質  :76.5g   食塩相:9.7g   脂質  :91.2g   食塩相:8.2g   脂質  :72.4g   食塩相:14.0g   脂質  :123.5g   食塩相:10.1g   計 脂質  :96.8g   食塩相:9.9g   脂質  :69.0g   食塩相:10.0g   脂質  :72.4g   食塩相:10.4g   

ｴﾈﾙｷﾞｰ:2442kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :100.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2474kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :96.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2486kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :71.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2882kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :98.6g   日 ｴﾈﾙｷﾞｰ:2656kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :96.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2232kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :84.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2475kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :98.5g   

そばカニ 落花生 そば カニ 落花生そば カニ 落花生 そばカニ 落花生 そば カニ 落花生カニ 落花生 そば カニ 落花生 そば
エビ乳 小麦 エビ 卵 乳 小麦エビ 卵 乳 小麦 エビ 卵乳 小麦 エビ 卵 乳 小麦卵 乳 小麦 エビ 卵 乳 小麦 エビ 卵

アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目

脂質  :22.2g   食塩相:3.5g   脂質  :23.1g   食塩相:2.4g   脂質  :30.1g   食塩相:3.2g   脂質  :48.9g   食塩相:2.8g   脂質  :45.3g   食塩相:3.4g   脂質  :25.7g   食塩相:4.5g   脂質  :25.3g   食塩相:4.0g   

ﾀﾝﾊﾟｸ :21.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:952kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :33.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:728kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :32.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1050kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :37.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:848kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :37.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:875kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :31.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:709kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :29.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:836kcal

納豆
大学芋 卯の花 チャプチェ風春雨 チンゲン菜のドレッシング和え スパゲティサラダ かに風味サラダ 小松菜の煮浸し

鶏肉の照り焼丼豚肉ときくらげの卵炒め 鶏肉のおろし煮 白身魚のチリソース タンドリーチキン イカリングとメンチカツ 鶏肉のﾀﾙﾀﾙｿｰｽ焼

御飯
味噌汁（蕗・わらび・ぜんまい） 味噌汁（菜の花・庄内麩・長葱） 味噌汁（わかめ・里芋・小葱） かぶのスープ 味噌汁（なす・しめじ・水菜） 味噌汁（ほうれん草・厚揚げ・長葱） 味噌汁（葉の花・庄内麩・小葱）

落花生 そば もも

夕
食

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯
カニ 落花生 そば カニ落花生 そば カニ 落花生 そばカニ 落花生 そば カニ

乳 小麦 エビ
カニ 落花生 そば カニ 落花生 そば

エビ 卵 乳 小麦 エビ 卵乳 小麦 エビ 卵 乳 小麦エビ 卵 乳 小麦 エビ 卵
アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目

卵 乳 小麦 エビ 卵 乳 小麦

食塩相:8.2g   脂質  :40.9g   食塩相:3.3g   脂質  :38.3g   食塩相:3.4g   

アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目

ﾀﾝﾊﾟｸ :31.3g   

脂質  :31.9g   食塩相:3.7g   脂質  :22.9g   食塩相:2.4g   脂質  :29.2g   食塩相:3.7g   脂質  :34.2g   食塩相:2.7g   脂質  :20.9g   

ﾀﾝﾊﾟｸ :39.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:909kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :23.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:929kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :39.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:973kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:855kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :30.6g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:686kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :22.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:826kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :37.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:861kcal

味噌汁（チンゲン菜・えのき・青葱） プランタンスープ
チーズサラダ 中華和え からし菜の和え物 おかかとﾁｰｽﾞの混ぜ御飯 春菊のごま和え フルーツゼリー

味噌汁(小松菜・豆麩・大根）

そば
豚肉の月見丼 チキンカレーライス

カニ 落花生

卵スープ

昼
食

帯広の豚丼 なすとﾍﾞｰｺﾝのﾄﾏﾄｽﾊﾟｹﾞﾃｨ 鶏肉の辛味噌丼 豚挽肉とｷｬﾍﾞﾂののっけ丼 たぬきうどん
卵とニラのスープ 清し汁 ミニ肉まん

ムース

そば カニ 落花生そば カニ 落花生 そばカニ 落花生 そば カニ 落花生

小麦 エビ
カニ 落花生 そば カニ 落花生 そば

卵 乳 小麦 エビ 卵 乳小麦 エビ 卵 乳 小麦 エビ卵 乳 小麦 エビ 卵 乳
アレルギー⑦品目

卵 乳 小麦 エビ 卵 乳 小麦 エビ
アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目

脂質  :21.4g   食塩相:2.6g   脂質  :33.7g   食塩相:4.0g   脂質  :16.0g   食塩相:2.9g   

ｴﾈﾙｷﾞｰ:741kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :37.2g   

脂質  :19.6g   食塩相:2.8g   脂質  :20.4g   食塩相:3.0g   脂質  :17.9g   食塩相:2.7g   脂質  :33.9g   食塩相:3.1g   

ｴﾈﾙｷﾞｰ:904kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :27.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:741kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :27.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1001kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :25.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:751kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :28.6g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:698kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :24.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:774kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :30.0g   

納豆・味付けのり
牛乳 牛乳 牛乳・ヨーグルト 牛乳 牛乳 牛乳

納豆・味付けのり 納豆・味付けのり 納豆・味付けのり 納豆・味付けのり 納豆・味付けのり 牛乳・ジュース

Ｂ：ジャーマンポテト

Ｃ：モロヘイヤのお浸し Ｃ：さつまいもサラダ Ｃ：パンプキンサラダ Ｃ：ミモザサラダ Ｃ：オクラと湯葉のお浸し Ｃ：ごぼうサラダ Ｃ：ポテトサラダ

Ｂ：切干大根煮 Ｂ：里芋のそぼろ煮 Ｂ：ミニメンチカツ Ｂ：きんぴらごぼう Ｂ：かにかま卵ロール Ｂ：ミニコロッケ

豚肉のケチャップ炒め ｱｽﾊﾟﾗﾍﾞｰｺﾝとﾎﾟﾃﾄのｿﾃｰ 魚の塩焼
A：ブロッコリーサラダ Ａ：ｱｽﾊﾟﾗのサラダ Ａ：野菜サラダ Ａ：ベーコンとナッツのサラダ A：レモン風味チキンサラダ Ａ：大根サラダ Ａ：コーンサラダ

パン 御飯
味噌汁（南瓜・白菜・大根菜） 味噌汁（とろろ昆布・もやし・小葱） 味噌汁（大根・油揚げ・大根菜） 味噌汁（高野豆腐・豆苗・ごぼう） 味噌汁（さつま芋・人参・豆麩） マカロニスープ 味噌汁（南瓜・大根菜・もやし）

朝
食

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

豆腐ハンバーグとコロッケ 目玉焼きと赤ウインナー 柚子風味肉だんご はんぺんﾁｰｽﾞﾌﾗｲと鮭ｷｬﾍﾞﾂｶﾂ

週間献立

5月30日（月） 5月31日（火） 6月１日（水） 6月２日（木） 6月３日（金） 6月４日（土） 6月５日（日）


