
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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卵 乳 小麦 エビ 卵 乳 小麦 エビ 卵

脂質  :71.8g   食塩相:11.1g   脂質  :96.2g   食塩相:10.1g   脂質  :80.8g   食塩相:13.8g   脂質  :102.8g   食塩相:9.7g   
ﾀﾝﾊﾟｸ :93.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2422kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :81.1g   

計 脂質  :96.0g   食塩相:9.6g   脂質  :78.2g   食塩相:14.1g   脂質  :106.0g   食塩相:12.8g   
ﾀﾝﾊﾟｸ :90.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2782kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :82.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2663kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :77.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2877kcal日 ｴﾈﾙｷﾞｰ:2611kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :79.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2650kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :95.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2857kcal

脂質  :34.5g   食塩相:2.6g   脂質  :51.8g   食塩相:3.5g   脂質  :20.9g   食塩相:5.8g   
ﾀﾝﾊﾟｸ :28.0g   

 脂質  :27.1g   食塩相:3.3g   脂質  :32.3g   食塩相:4.1g   脂質  :45.8g   食塩相:2.9g   脂質  :41.5g   食塩相:2.8g   
ﾀﾝﾊﾟｸ :34.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:863kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :28.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1151kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :34.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:778kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:862kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :21.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:963kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :40.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1017kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :33.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1013kcal

 納豆

ポークチャップ 八宝菜

 きんぴらごぼう ビーフンソテー ベーコンと切干大根の炒め ポテトサラダ マカロニサラダ 中華和え

 フライ盛り合わせ ペペロンチキン 魚のムニエルタルタルソース 揚げどりのおろしポン酢かけ 千切野菜サラダ

御飯 御飯

食 具だくさん汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 キムチ牛丼 味噌汁 鶏がらスープ

夕 御飯 御飯 御飯 御飯 卵スープ

脂質  :26.4g   食塩相:8.6g   脂質  :28.5g   食塩相:2.5g   脂質  :34.1g   食塩相:2.4g   
ﾀﾝﾊﾟｸ :29.1g   

 脂質  :41.1g   食塩相:3.2g   脂質  :26.2g   食塩相:7.0g   脂質  :26.2g   食塩相:7.0g   脂質  :40.2g   食塩相:4.9g   
ﾀﾝﾊﾟｸ :23.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:982kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :27.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:839kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :35.6g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:893kcal

小松菜のごま和え トマトサラダ

 ｴﾈﾙｷﾞｰ:925kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :32.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:930kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :28.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:904kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :28.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1015kcal

 おかか和え 揚げ餃子 ショコラブッセ プリン 豚そぼろ御飯

鶏肉の辛味噌丼 すき焼丼

食 味噌汁 御飯 赤かぶ御飯 きのこスープ たこ焼き わかめスープ 清し汁

昼 豚肉のポン酢マヨ丼 味噌ラーメン 関西風肉うどん ハッシュドビーフ たぬきそば

卵 乳 小麦 エビ

アレルギー７品目 アレルギー７品目

卵 乳 小麦 エビ

アレルギー７品目 アレルギー７品目

脂質  :19.9g   食塩相:2.7g   脂質  :22.5g   食塩相:3.8g   脂質  :14.5g   食塩相:2.4g   
アレルギー７品目 アレルギー７品目

脂質  :16.8g   食塩相:2.9g   
ﾀﾝﾊﾟｸ :24.0g   

 脂質  :27.8g   食塩相:3.2g   脂質  :19.7g   食塩相:3.0g   脂質  :34.0g   食塩相:3.0g   
ﾀﾝﾊﾟｸ :24.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:818kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :22.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:887kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :23.6g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:751kcal

納豆 牛乳

 ｴﾈﾙｷﾞｰ:824kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :25.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:757kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :27.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:936kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :28.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:754kcal

 牛乳 牛乳 牛乳・ヨーグルト 牛乳 牛乳

野菜サラダ 和風サラダ

 納豆 納豆 納豆 納豆 納豆 ジュース 納豆

 シーザーサラダ ツナと大根のサラダ 海藻サラダ グリーンサラダ 千切りサラダ

コーンスープ 味噌汁

 卵ロールとウインナー 豚肉と野菜の塩炒め チキンナゲット ミートボール（甘酢） コロッケ＆エビカツ ハンバーグとミニオムレツ つくねの甘辛焼き

食 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

御飯・パン 御飯・パン・コーンフレーク御飯・パン 御飯・パン

2月9日(木) 2月10日(金)

御飯・パン 御飯・パン朝 御飯・パン

2月11日(土) 2月12日(日)2月6日(月) 2月7日(火) 2月8日(水)

週 間 献 立 表


