
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。
注２）アレルギー主要７品目を色分け表示しております。（赤色：原材料含まれる/緑色：同一ラインまたは同一工場で使用）
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脂質  :70.5g   食塩相:9.6g   脂質  :99.3g   食塩相:9.3g   脂質  :72.4g   食塩相:11.1g   脂質  :147.4g   食塩相:9.3g   

ﾀﾝﾊﾟｸ :115.6g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2257kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :89.5g   

計 脂質  :92.3g   食塩相:9.0g   脂質  :61.9g   食塩相:15.0g   脂質  :89.4g   食塩相:9.8g   

ﾀﾝﾊﾟｸ :102.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2630kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :89.6g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2613kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :82.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:3376kcal日 ｴﾈﾙｷﾞｰ:2527kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :100.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2388kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :94.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2628kcal

脂質  :28.6g   食塩相:3.3g   脂質  :42.5g   食塩相:2.9g   脂質  :25.8g   食塩相:2.6g   

ﾀﾝﾊﾟｸ :34.4g   

 脂質  :31.9g   食塩相:2.4g   脂質  :30.4g   食塩相:3.4g   脂質  :25.9g   食塩相:3.6g   脂質  :34.3g   食塩相:4.6g   

ﾀﾝﾊﾟｸ :31.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:893kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :25.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:924kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :29.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:755kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:862kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :34.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:810kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :33.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:763kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :28.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:931kcal

 納豆

鶏肉の味噌漬焼

 ビーフンサラダ ベーコンと切干大根の炒め なめ茸和え 春巻 なすといんげんの味噌炒め ポパイとお豆の塩ごま和え

野菜スープ 味噌汁(花麩･玉葱･豆苗) 清まし汁

 ガーリック醤油チキン ペペロンチキン 鯖の塩焼き 八宝菜 ヨーグルトあえ 豚肉の生姜焼

夕 御飯 御飯 御飯 御飯 ポークカレー 御飯 御飯

食 具だくさん汁 味噌汁（南瓜・人参・大根菜） さつま汁 味噌汁(じゃが芋・わかめ・長葱)

脂質  :16.0g    脂質  :29.3g   食塩相:3.3g   脂質  :15.7g   食塩相:4.7g   脂質  :60.6g   食塩相:1.7g   脂質  :22.4g   食塩相:3.8g   

ﾀﾝﾊﾟｸ :19.2g   

食塩相:9.3g   脂質  :30.8g   食塩相:2.3g   脂質  :42.8g   食塩相:2.3g   

ﾀﾝﾊﾟｸ :30.1g   ﾀﾝﾊﾟｸ :36.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:922kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:879kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :27.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1214kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :51.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:700kcal

フルーツ白玉 野菜サラダ
 ｴﾈﾙｷﾞｰ:790kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :27.6g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:913kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :33.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:905kcal

 キャベツの塩昆布和え ゼリー ぶどうムース 小松菜のごま和え わかめ御飯

メガ唐揚げ丼 チキンライスのレアスクランブルがけ

食 味噌汁（もやし･しめじ･人参） 青菜御飯 卵スープ 味噌汁(油揚げ・青葱・なす） たこ焼き 卵スープ きのこスープ

昼 すき焼丼 広東麺 韓国風タッカルビ丼 豚ばら甘だれサラダ丼 きつねそば

脂質  :33.1g   食塩相:3.5g   脂質  :44.6g   食塩相:5.2g   脂質  :19.6g   食塩相:3.5g   

ﾀﾝﾊﾟｸ :36.3g   

 脂質  :40.7g   食塩相:3.5g   脂質  :16.4g   食塩相:2.9g   脂質  :40.5g   食塩相:4.5g   脂質  :22.0g   食塩相:3.7g   

ﾀﾝﾊﾟｸ :25.6g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:919kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :30.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1343kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :35.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:778kcal

牛乳
 ｴﾈﾙｷﾞｰ:1004kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :36.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:697kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :28.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1052kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :37.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:803kcal

 牛乳 牛乳 牛乳・ヨーグルト 牛乳 牛乳

C：コーンフレーク C：きんぴらごぼう

 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 納豆・味付けのり

 C：野菜コロッケ C：大豆煮 C：ごぼうサラダ C：筑前煮 C：パンプキンサラダ

卵 乳 小麦 エビ
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B：スパゲティサラダ B：枝豆のふっくら揚 B：ポテトサラダ B：ポークイウンナー B：しゅうまい B：ポテトソテー B：カニコロッケ

A：ツナと大根のサラダ A：ポテトサラダ A：フレンチサラダ A：グリーンサラダ A：シーザーサラダ A：蒸し鶏のサラダ A：コールスローサラダ

コーンスープ 味噌汁(かぶ・大根菜・人参）

 鶏肉といんげんの炒め物 葱入り卵焼と鮭の塩焼き チキンナゲット コーンコロッケとミニメンチ 厚揚げと根菜の煮物 ハンバーグとミニオムレツ 魚のみりん焼き

6月24日(金)

食 味噌汁（わかめ・長葱・庄内麩） 味噌汁（水菜・油揚げ・大根） 味噌汁(ふのり･玉葱･小松菜) 味噌汁(生揚げ･ほうれん草･人参) 味噌汁（豆麩・青葱・油揚げ）

6月26日(日)6月20日(月) 6月21日(火) 6月22日(水)

御飯 御飯 パン 御飯

6月23日(木)

週 間 献 立

朝 御飯 御飯 御飯

6月25日(土)


