
ｴﾈﾙｷﾞｰ  1597kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1608kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1602kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1601kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1626kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1610kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1608kcal

脂質    34.5g 脂質    43.1g 脂質    35.3g 脂質    35.8g 脂質    38.5g 脂質    45.1g 脂質    33.4g

食塩    8.9g 食塩    8.6g 食塩    8.9g 食塩    8.6g 食塩    9.1g 食塩    9.2g 食塩    9.3g

みかんゼリー

ｴﾈﾙｷﾞｰ  1599kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1598kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1601kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1597kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1627kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1606kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1604kcal

脂質    43.4g 脂質    34.6g 脂質    35.4g 脂質    36.5g 脂質    38.5g 脂質    45.5g 脂質    36.9g

食塩    8.7g 食塩    8.3g 食塩    9.4g 食塩    9.5g 食塩    8.6g 食塩    9.6g 食塩    8.8g
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
17
日 月 火 水 木 金

朝
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

23

ぜんまい炒め煮 根菜煮

ホットケーキ

ブロッコリーのハム炒め ウインナー炒め

18 19 20 21 22

米飯　160ｇ

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 和風ポトフ 味噌汁

米飯　160ｇ

ミニオムレツ

ツナのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え ピーマンときのこのバター醤油 だし巻き卵 春菊の和え物 めかぶ フルーツヨーグルト もやしの塩麹和え

かぼちゃの炊き合わせ 豆腐の卵とじ煮

佃煮 いなり餃子 納豆 青菜と豚肉おかず炒め 親子煮風 きんちゃくと野菜の炊き合わせ

昼
食 お楽しみメニュー

あんかけ焼きそば 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ カレーライス

フライドポテト ミートローフ アジと野菜南蛮漬け えびとスナップエンドウ炒め

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

中華スープ コンソメスープ 味噌汁 コンソメスープ 味噌汁 味噌汁

カレイの白しょう油焼き 肉じゃが（メイン）

キャベツの甘酢和え 厚揚げみぞれ煮 そら豆の卵とじ キャベツ中華サラダ ふきとさつま揚げの油いため 小松菜とベビーホタテの炒め物

モロヘイヤと油揚げの和え物 木の実和え　和彩万菜 絹さやとしめじのみそマヨ和え 卯の花炒り

夕
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ わかめごはん 釜飯　カニ

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 吸い物 味噌汁 味噌汁

豚肉のごま焼き タラみりん焼き ガリバタチキン 松花堂　刺身盛り合わせ 牛肉スタミナ焼き

米飯　160ｇ

エノキと人参の生姜和え

鯖の塩焼き

ナスの甘酢炒め 大根の煮物 ニンニクの芽の甘辛炒め 野菜のクリーム煮 松花堂　炊き合わせ さつま金平 麻婆なす

赤魚の中華風照り焼き

炭水化物  250g

スパゲティサラダ 小松菜とちくわの和え物 アスパラとハムの洋風胡麻和え 切干大根とひじきの和え物 松花堂　焼き物

炭水化物  242.5g

大根の柚子かつお和え

成
分
値

蛋白質  66g 蛋白質  66g 蛋白質  69g 蛋白質  70.6g 蛋白質  62g 蛋白質  65g 蛋白質  66.2g

炭水化物  230.3g 炭水化物  243.3g 炭水化物  240.2g 炭水化物  254.6g 炭水化物  230.5g

24 25 26 27 28 29 30

朝
食

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

洋風炒り豆腐 さやえんどうと牛肉の炒り煮 れん根とそぼろのあんかけ煮 もやしの中華炒め

食パン 米飯　160ｇ

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 ミネストローネ 味噌汁

魚肉ソーセージの甘辛炒め ウインナーといんげんのソテー 豆腐と小松菜のおかか炒め

白菜の生姜和え 卵豆腐 菜の花の和え物 かにかま卵ロール 白菜のわさび酢和え 目玉焼き ずいきの炊たん

８種の彩りごまサラダ なすの青しそ和え ヤングコーンの炒め物 春雨の酢味噌和え 信田煮 芋と鶏肉の煮物

昼
食

米飯　160ｇ ソースかつ丼 米飯　160ｇ 鶏ねぎうどん 米飯　160ｇ

ホッケの韓国風焼グリル かぼちゃの炊き合わせ ホキの吹き寄せ煮 厚揚げの甘みそ炒め

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

サンマのおろしポン酢 鶏肉のはちみつケチャップ タラの中華風グリル

豚とキクラゲのピリ辛炒め ほうれん草と人参のポン酢和え チャプチェ キャベツとささみのごま油和え 里芋のオイバター炒め煮 ジャーマンポテト かぼちゃの煮合わせ

五目とろろ 青梗菜のはちみつごま和え モロヘイヤとしらすの和えもの きゅうりとワカメの和え物 青梗菜の胡麻和え

夕
食

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

味噌汁 コンソメスープ 味噌汁 味噌汁 吸い物 味噌汁 味噌汁

チキンのハーブ塩グリル 太刀魚の照り焼き 松花堂　天ぷら めばるの塩焼き

松花堂　しらすご飯 米飯　160ｇ

牛肉の時雨煮

ニンニクの芽とヤングコーン炒め じゃが芋千切り炒め わらびの炒め物 野菜のごった煮風 松花堂　煮合わせ アスパラのニンニク醤油炒め ブロッコリーと卵の中華味

スパイシーチキン シイラのバターソテー

蛋白質  65.3g 蛋白質  70g 蛋白質  67.1g

炭水化物  230.7g

青梗菜の海苔和え カリフラワーとツナのドレ和え エビと卵の和え物 春菊のごまおかか 松花堂　蒸しケーキ オクラとキノコのみぞれ和え

炭水化物  240.8g 炭水化物  247.1g 炭水化物  224.3g 炭水化物  240.1g

大豆サラダ

成
分
値

蛋白質  64.8g 蛋白質  66.6g 蛋白質  66.4g 蛋白質  65.6g

炭水化物  251.6g 炭水化物  243.7g


