
ｴﾈﾙｷﾞｰ  1611kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1602kcal

脂質    46g 脂質    40.5g

食塩    9.2g 食塩    7.8g

大根の浅漬け風

ｴﾈﾙｷﾞｰ  1599kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1627kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1603kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1602kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1617kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1599kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1604kcal

脂質    35.9g 脂質    40.2g 脂質    34.8g 脂質    42.7g 脂質    38.2g 脂質    44.7g 脂質    46.4g

食塩    8.5g 食塩    9g 食塩    8.7g 食塩    8.7g 食塩    8.1g 食塩    9.6g 食塩    8.5g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  1605kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1618kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1599kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1605kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1605kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1602kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1607kcal

脂質    33.7g 脂質    37.4g 脂質    45g 脂質    38.5g 脂質    36.7g 脂質    51.8g 脂質    39.6g

食塩    9.2g 食塩    9g 食塩    9.9g 食塩    8.2g 食塩    7.7g 食塩    8.6g 食塩    7.9g
食材などの関係で一部メニューが変更になる場合がございます。

土日 月 火 水 木 金

クラムチャウダー

1

白菜のメンマ和え

2

朝
食

ミックスサンドイッチ 米飯　160ｇ

ウインナーとアスパラのソテー 味噌汁

シーザーサラダ 炒り卵

おでん風煮

小松菜の海苔和え

芋と鶏肉の炒り煮

昼
食

鶏肉のバター醤油丼　温玉添え 米飯　160ｇ

味噌汁 コンソメスープ

じゃが芋のコンソメ煮 太刀魚のピザ風

ベビーホタテのバターソテー

カリフラワーの中華風和え物

夕
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

吸い物 味噌汁

ホッケの西京焼き 豚の角煮

8

ふきと竹の子の炒め物

ほうれん草の胡麻和え もやしの彩和え

成
分
値

蛋白質  71.6g 蛋白質  70.5g

炭水化物  215.3g 炭水化物  228.6g

味噌汁

3 4 5 6 7

味噌汁

9

朝
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 食パン 米飯　160ｇ

ゼンマイとさつま揚げの油いため 切干大根煮 キャベツのソース炒め 小松菜と卵のバター炒め 大豆と野菜のトマト煮

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 コンソメスープ

卵ココット風

じゃが芋のコンビーフいため

ごぼうの和え物 しらすおろし大根 赤ウインナーソテー 竹輪と青梗菜の揚げ玉和え ミートボール ポテトコロッケ 野菜の焼き浸し

白菜とエリンギの炒め物

吸い物

納豆 いんげんのそぼろ炒め 加賀揚げとかぼちゃの煮物 高野豆腐含め煮 春菊のナムル風 キャベツの梅和え

昼
食

散らし寿司 米飯　160ｇ ハヤシライス 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ きつねそば

さんまの塩焼き　もみじ卸 蒸し鶏の香味ソース タラの竜田焼き

味噌汁 コンソメスープ 味噌汁 中華スープ 味噌汁

卵の切干大根炒め

モロヘイヤの和え物 さつま芋の旨煮 コールスローサラダ 里芋の五目煮 芋と豚肉のオイスター炒め マロニー中華炒め

鶏肉のはちみつ照り焼き 鯖の照り焼き 鶏とアスパラのバタポン酢

ほうれん草の海苔和え 蒸しインゲンのみそマヨ和え モロヘイヤのなめ茸和え わかめとえのきの生姜和え

夕
食

米飯　160ｇ 釜飯　ホタテ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 松花堂　鮭いくら丼 米飯　160ｇ

コンソメスープ 味噌汁 味噌汁 味噌汁 吸い物 味噌汁 味噌汁

厚揚げと豚肉の旨すき煮 赤魚の甘酢漬け 豚肉のしそゴマ焼き 松花堂　豚角煮 豚肉のうなダレ焼き

米飯　160ｇ

白菜の塩ごま油和え

はがつおのカレームニエル

青梗菜のにんにく炒め ナスと卵炒め 麻婆春雨 野菜卵焼き 松花堂　蒸し物 スナップエンドウの炒め物 鶏肉ブロッコリーにんにく味噌炒

白身魚のフライ　タルタルソース

炭水化物  253.9g

ごま風味ポテトサラダ 白菜と春菊の生姜和え 菜の花ゴマドレ和え きゅうりとササミの梅肉和え 松花堂　フルーツあんみつ　

炭水化物  231.7g

蓮根のツナマヨ和え

成
分
値

蛋白質  62.2g 蛋白質  63.6g 蛋白質  60.5g 蛋白質  67.7g 蛋白質  55.3g 蛋白質  65.8g 蛋白質  64.4g

炭水化物  243.3g 炭水化物  254.9g 炭水化物  225.8g 炭水化物  256.4g 炭水化物  228.1g

10 11 12 13 14 15 16

朝
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

菜の花の中華炒め さつま揚げの炒り煮 ウインナー炒め 五目卵焼き

トロロ芋

ロールパン 米飯　160ｇ

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 コーンスープ 味噌汁

豆腐なげっと

小松菜とササミの塩炒め スクランブルエッグ 牛肉野菜炒め

しゅうまい カリフラワ卵マスタード和え 小松菜のしょうゆバター ほうれん草のソテー かぼちゃサラダ ナスのさっと煮

味噌汁

煮しめ パンプキンソテー カレイのゆかり焼き わらびの煮物 ４種の野菜寄せ揚げ

味噌汁

ひじき五目煮

昼
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ かき揚げうどん チンジャオロースー丼 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

大根と豚肉の炒め煮 春巻き アジの焼き浸し 鶏肉のマリネステーキ

コンソメスープ 中華スープ 味噌汁 味噌汁

鮭のバターしょうゆ焼き

肉団子の野菜炒め 豆腐とカニカマのとろみ煮 青梗菜のオイマヨ和え インゲンのピーナツ味噌和え カリフラワーのベーコンソテー ツナじゃが 焼き豆腐とオクラの煮物

鰆の磯部焼き ポークソテーオニオンソース

きゅうりともずくの酢の物 モロヘイヤのねばねば和え 白菜のゆかり和え 小松菜ときのこの和え物 きゅうりとささみのハニーマヨ

夕
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

味噌汁 味噌汁 味噌汁 コンソメスープ コーンスープ 味噌汁 コンソメスープ

タンドリーチキン ホキのソテークリームソース 松花堂　海鮮サラダ　 ハガツオのねぎみそダレ

松花堂　オムライス 米飯　160ｇ

煮込みハンバーグ

シーフードビーフン さつま芋の煮物 なすのひき肉炒め じゃが芋ガーリックソテー 松花堂　ミニグラタン 菜の花のピリ辛炒め 洋野菜コンソメ炒め

牛肉ケチャップ炒め メルルーサのホイル焼き風

蛋白質  71.7g 蛋白質  66.7g 蛋白質  64.3g

炭水化物  247.9g

春菊の塩昆布和え もやしのザーサイ和え エビと玉葱のマリネ オクラのおかか和え 松花堂　ミニケーキ、フルーツ ひじきの白和え

炭水化物  239.8g 炭水化物  248.7g 炭水化物  215.4g 炭水化物  240.2g

コールスローサラダ

成
分
値

蛋白質  68.3g 蛋白質  65g 蛋白質  63.4g 蛋白質  67.7g

炭水化物  247.1g 炭水化物  227.8g


