
電子レンジの
温め時間の目安

800W
約45秒��

500W
約1分 電子レンジの

温め時間の目安
800W
約1分半

500W
約2分 電子レンジの

温め時間の目安
800W
約1分

500W
約1分半

HN

ご飯にはイヌリンを含んだきく芋パウダーを一緒に炊き込んでいます。
※１

2,450円（税込）
日替わり5日間コース（1人用）

530円（税込）

曜日を選べるコース（1食）

2,900円（税込）
日替わり5日間コース（1人用）

620円（税込）

曜日を選べるコース（1食）

3,080円（税込）
日替わり5日間コース（1人用）

656円（税込）

曜日を選べるコース（1食）

※ドレッシング小袋は内容が変更になる場合があります。
●玉子とほうれん草の炒め和え●豆豆サラダ
●もやしと高菜のソテー
熱量 486kcal／食塩相当量3.5g
たんぱく質24.6g／脂質28.8g／炭水化物29.5g

石狩鍋風 牛肉の
オイスター炒めW1

18
（火）

●人参の粒マスタードサラダ
●キャベツと竹輪の中華味噌●ブロッコリーのごま和え
熱量 495kcal／食塩相当量4.2g
たんぱく質23.5g／脂質30.5g／炭水化物31.0g

野菜と
ビーフンの

ちゃんぽん風
鶏肉のねぎ

塩だれW1

19
（水）

●キャベツと椎茸の中華浸し
●豆のごま和えサラダ●大根と人参の煮物
熱量 545kcal／食塩相当量3.6g
たんぱく質22.2g／脂質38.6g／炭水化物26.9g

豚肉の十勝風
卵黄ソース

ブリの
照り焼きW1

20
（木）

●ほうれん草の白和え●さつま芋のレモン風味
●大根と人参のナムル
熱量 504kcal／食塩相当量2.7g
たんぱく質19.4g／脂質28.6g／炭水化物43.2g

ハンバーグ
トマトチーズソース

白身魚の
ジェノベーゼソースW1

21
（金）

●豆腐と野菜の煮物
●わかめと大根おろしの酢の物●人参と薄揚げの金平

熱量 572kcal／食塩相当量4.2g
たんぱく質19.8g／脂質37.2g／炭水化物40.1g

エビフライ＆
味噌カツ

あんかけパスタ添え
豚肉と玉ねぎの

焼肉風W

粗く削った大根おろしと刻みゆず
を合わせさっぱりとお召し上がり
いただけます。

1

17
（月）

パイン・オレンジ・
グレープフルーツ

1
18
（火）

りんご・パイン1
17
（月）

赤肉メロン・ぶどう1
19
（水）

パイン1
20
（木）

パイン・赤肉メロン1
21
（金）

1
21
（金）

紫野菜のドライいちじくサラダ
※かぼすドレッシング小袋付

1
20
（木）

きのこと大根のサラダ
※和風ドレッシング小袋付

1
19
（水）

パプリカとクルトンのサラダ
※ベーコンと黒胡椒ドレッシング小袋付

1
18
（火）

緑黄色野菜のシーザーサラダ
※シーザードレッシング小袋付

1
17
（月）

わさび香る�ほうれん草と赤玉ねぎの和風サラダ
※かつお節小袋・和風わさびドレッシング小袋付

●ジャーマンポテトのマスタード風味
●切干大根とひじきのツナマヨサラダ
●絹揚げとキャベツの生姜醤油炒め

熱量 236kcal／食塩相当量1.8g
たんぱく質5.8g／脂質16.4g／炭水化物18.3g

1

17
（月）

●白菜とほうれん草のしらす和え
●ブロッコリーのカニ風味マヨサラダ
●さつま芋とえのきの甘辛温サラダ

熱量 222kcal／食塩相当量1.6g
たんぱく質5.2g／脂質14.4g／炭水化物19.4g

1

18
（火）

●春雨のチャプチェ風
●わかめと薄揚げのおろし和え
●大豆のキーマカレー風

熱量 171kcal／食塩相当量1.9g
たんぱく質7.3g／脂質8.6g／炭水化物17.6g

1

19
（水）

●ごぼうとツナのごま炒め
●人参とレーズンのラペ
●ほうれん草の中華炒め�カニ風味

熱量 223kcal／食塩相当量1.3g
たんぱく質5.5g／脂質13.8g／炭水化物20.3g

“ラぺ”とはフランス語で人参を使ったサ
ラダのことです。五穀や豆・レーズンを加
え宅食オリジナルレシピでお届けします♪

1

20
（木）

●トマトとツナの温やっこ
●春雨とわかめの酢醤油サラダ
●南瓜と蓮根の温サラダ

熱量 150kcal／食塩相当量1.7g
たんぱく質5.6g／脂質6.3g／炭水化物18.6g

1

21
（金）

〈フルーツについて〉●オレンジ・グレープフルーツは種が入る場合があります。ご注意ください。●ぶどうは、のどに詰まらせないように、
よく噛んで召しあがってください。種なしぶどうですがまれに種が入っている場合があります。

石狩鍋風
●真砂のクリームパスタ
●玉子とほうれん草の炒め和え
●豆豆サラダ●もやしと高菜のソテー

熱量 342kcal／食塩相当量2.9g
たんぱく質19.1g／脂質17.8g／炭水化物26.2g

1

18
（火）

野菜とビーフンのちゃんぽん風
●肉団子の黒酢ソース
●人参の粒マスタードサラダ
●キャベツと竹輪の中華味噌●ブロッコリーのごま和え

熱量 376kcal／食塩相当量3.0g
たんぱく質13.0g／脂質23.0g／炭水化物28.9g

1

19
（水）

豚肉の十勝風 卵黄ソース
●三色いなりの煮物
●キャベツと椎茸の中華浸し
●豆のごま和えサラダ●大根と人参の煮物

熱量 386kcal／食塩相当量3.2g
たんぱく質13.0g／脂質26.8g／炭水化物23.1g

1

20
（木）

カレイの甘酢だれ
●里芋となすの野菜味噌●豆腐そぼろの炒り煮
●ブロッコリーと玉子のサラダ
●白菜の塩昆布和え

熱量 350kcal／食塩相当量3.4g
たんぱく質18.4g／脂質17.9g／炭水化物29.6g

土曜日は、日替わり７日間コースのみのお届けです。

1

22
（土）

鶏肉のデミソース
●がんもどきと南瓜の煮物
●じゃが芋と山菜の金平●コールスローサラダ
●切干大根と葉大根の炒り煮

熱量 344kcal／食塩相当量2.8g
たんぱく質16.3g／脂質17.0g／炭水化物32.0g

日曜日は、日替わり７日間コースのみのお届けです。

1

23
（日）

エビフライ＆味噌カツ
あんかけパスタ添え
●春雨とチンゲン菜の中華風●豆腐と野菜の煮物
●わかめと大根おろしの酢の物●人参と薄揚げの金平

熱量 439kcal／食塩相当量3.3g
たんぱく質15.0g／脂質26.2g／炭水化物34.8g

1

17
（月）

●じゃが芋と枝豆のミモザサラダ
●ほうれん草の白和え
●さつま芋のレモン風味●大根と人参のナムル
熱量 379kcal／食塩相当量2.8g
たんぱく質13.4g／脂質22.0g／炭水化物32.5g

1

21
（金）

温めると、とろーり溶けるチーズと
トマトソースが相性ばっちりです♪

ハンバーグ
トマトチーズソース

牛すき煮 車麩添え
●カニ風味ご飯
●じゃが芋と人参の金平
●いんげんとたけのこの和え物●大豆ひじき��

熱量 475kcal／食塩相当量2.8g
たんぱく質13.9g／脂質13.0g／炭水化物72.5g

1

18
（火）

治部煮風
●白飯●麻婆豆腐
●いんげんの味噌ピー和え
●チンゲン菜と薄揚げの和え物��

熱量 487kcal／食塩相当量2.5g
たんぱく質19.1g／脂質12.4g／炭水化物73.4g

1

20
（木）

ホタテと野菜の旨煮
●牛しぐれご飯
●根菜とひき肉の煮物●マカロニの真砂和え
●キャベツと高菜の炒め物��

熱量 553kcal／食塩相当量3.1g
たんぱく質16.1g／脂質20.3g／炭水化物70.3g

1

21
（金）

鶏肉と玉子の親子煮風
●白飯●豚肉となすの味噌炒め
●ほうれん草と竹輪の和え物
●ひじきの梅和え��

熱量 540kcal／食塩相当量2.7g
たんぱく質20.1g／脂質18.9g／炭水化物70.3g

土曜日は、日替わり７日間コースのみのお届けです。

1

22
（土）

牛肉としらたきの煮物
●白飯●エビと野菜のマヨソース炒め
●さつま芋とおからのほくほく和え
●三色煮豆��

熱量 502kcal／食塩相当量2.0g
たんぱく質15.1g／脂質14.3g／炭水化物75.6g

日曜日は、日替わり７日間コースのみのお届けです。

1

23
（日）

エビのクリーム煮

●白飯●がんもどきとこんにゃくの煮物
●ほうれん草と蒸し鶏のおろし和え
●さつま芋の甘煮��

熱量 473kcal／食塩相当量1.8g
たんぱく質14.2g／脂質10.7g／炭水化物77.4g

1

17
（月）

プリっと食感のエビが入ったやさ
しい味わいのクリーム煮です。寒
い冬にピッタリの一品♪

●白飯●こうや豆腐のあっさり煮
●ほうれん草とコーンの炒め物
●人参と薄揚げの金平��
熱量 541kcal／食塩相当量1.7g
たんぱく質14.4g／脂質20.9g／炭水化物72.0g

1

19
（水）

エビフライ&白身魚フライ
※タルタルソース小袋付

エビのクリーム煮
●がんもどきとこんにゃくの煮物
●ほうれん草と蒸し鶏のおろし和え
●さつま芋の甘煮

熱量 221kcal／食塩相当量1.7g
たんぱく質10.0g／脂質9.7g／炭水化物23.2g

1

17
（月）

治部煮風
●麻婆豆腐
●いんげんの味噌ピー和え
●チンゲン菜と薄揚げの和え物

熱量 235kcal／食塩相当量2.4g
たんぱく質14.9g／脂質11.3g／炭水化物19.2g

1

20
（木）

ホタテと野菜の旨煮
●根菜とひき肉の煮物
●マカロニの真砂和え
●キャベツと高菜の炒め物

熱量 265kcal／食塩相当量2.2g
たんぱく質9.9g／脂質14.8g／炭水化物19.4g

1

21
（金）

牛すき煮 車麩添え

●じゃが芋と人参の金平
●いんげんとたけのこの和え物●大豆ひじき

熱量 237kcal／食塩相当量1.9g
たんぱく質8.7g／脂質11.8g／炭水化物22.5g

1

18
（火）

牛肉の旨みと玉ねぎの甘さを引き
出し、やさしい味付けに仕上げて
おります。ダシの旨みをたっぷりと
含んだ車麩もおすすめです♪

●こうや豆腐のあっさり煮
●ほうれん草とコーンの炒め物
●人参と薄揚げの金平
熱量 289kcal／食塩相当量1.6g
たんぱく質10.2g／脂質19.8g／炭水化物17.9g

1

19
（水）

エビフライ&白身魚フライ
※タルタルソース小袋付

ふかしいも献立表 新春特別企画　　　　　　　　　　　人気献立週間♪   お客さまの声でつくる1月17日週2022年お届け週 ▶

※加熱後、ソースまたはスープが高温になりますのでやけどにご注意ください。
◎肉類や魚介類は骨に注意して召しあがってください。�◎卵、豆類、肉類、魚介類などの食材や別添の小袋は電子レンジの過加熱により破裂の恐れがありますので、ご注意ください。
◎上記の電子レンジの温め時間でも冷たい部分がある場合は加熱しすぎに注意して、10秒ずつ追加加熱をしてください。 ◎食事療法をされている方は、事前に医療機関にてご相談ください。
◎アレルギー物質表記は、別紙にてご用意しております。ご希望の方は、「まごころスタッフ」にお申し付けください。◎写真はすべてイメージです。

※１“イヌリン”とは、腸内の善玉菌のエサになるなど、多様な働きを持った水溶性食物繊維です。
加熱後は容器が熱くなる場合がありますので、電子レンジから取り出す際は、やけどにご注意ください。 ◎都合によりメニューを変更させていただくことがあります。 ◎栄養成分値は献立
作成時の計算値であり、食材・調理状況により差異が生じる場合があります。目安の数値としてお考えください。詳細は、当日のお弁当・お惣菜に記載されている一括表示をご確認ください。

※お届けはご注文締切日の翌週にお届けいたします。
※写真はイメージです。食器類は付いておりません。

毎日おいしい
おみそ汁「栄養成分表示」については

パッケージでご確認ください。 

パックごはん

ご注文は「まごころ商店」で承ります。
P.3のご注文書をご利用ください。

〝お弁当、お惣菜と一緒にどうぞ！"

国産米
100％
使用

7

1,450円（税込）
平日5日間（1人用）

290円（税込）

曜日を選べるコース（1食）

電子レンジの
温め時間の目安

800W
約30秒

500W
約45秒��

“60g以上（5日間平均）の野菜が摂れる「きく芋パウダー」配合のお惣菜！”1,450円（税込）
平日5日間（1人用）

290円（税込）

曜日を選べるコース（1食）

1,450円（税込）
平日5日間（1人用）

290円（税込）
曜日を選べる
コース（1食）

HN

電子レンジの
温め時間の目安

800W
約1分半

500W
約2分

3,400円（税込）
日替わり5日間コース（1人用）

720円（税込）

曜日を選べるコース（1食）

※ドレッシング小袋は内容が変更になる場合があります。
●玉子とほうれん草の炒め和え●豆豆サラダ
●もやしと高菜のソテー
熱量 486kcal／食塩相当量3.5g
たんぱく質24.6g／脂質28.8g／炭水化物29.5g

石狩鍋風 牛肉の
オイスター炒めW1

18
（火）

●人参の粒マスタードサラダ
●キャベツと竹輪の中華味噌●ブロッコリーのごま和え
熱量 495kcal／食塩相当量4.2g
たんぱく質23.5g／脂質30.5g／炭水化物31.0g

野菜と
ビーフンの

ちゃんぽん風
鶏肉のねぎ

塩だれW1

19
（水）

●キャベツと椎茸の中華浸し
●豆のごま和えサラダ●大根と人参の煮物
熱量 545kcal／食塩相当量3.6g
たんぱく質22.2g／脂質38.6g／炭水化物26.9g

豚肉の十勝風
卵黄ソース

ブリの
照り焼きW1

20
（木）

●ほうれん草の白和え●さつま芋のレモン風味
●大根と人参のナムル
熱量 504kcal／食塩相当量2.7g
たんぱく質19.4g／脂質28.6g／炭水化物43.2g

ハンバーグ
トマトチーズソース

白身魚の
ジェノベーゼソースW1

21
（金）

●豆腐と野菜の煮物
●わかめと大根おろしの酢の物●人参と薄揚げの金平

熱量 572kcal／食塩相当量4.2g
たんぱく質19.8g／脂質37.2g／炭水化物40.1g

エビフライ＆
味噌カツ

あんかけパスタ添え
豚肉と玉ねぎの

焼肉風W

粗く削った大根おろしと刻みゆず
を合わせさっぱりとお召し上がり
いただけます。

1

17
（月）

パイン・オレンジ・
グレープフルーツ

1
18
（火）

りんご・パイン1
17
（月）

赤肉メロン・ぶどう1
19
（水）

パイン1
20
（木）

パイン・赤肉メロン1
21
（金）

1
21
（金）

紫野菜のドライいちじくサラダ
※かぼすドレッシング小袋付

1
20
（木）

きのこと大根のサラダ
※和風ドレッシング小袋付

1
19
（水）

パプリカとクルトンのサラダ
※ベーコンと黒胡椒ドレッシング小袋付

1
18
（火）

緑黄色野菜のシーザーサラダ
※シーザードレッシング小袋付

1
17
（月）

わさび香る�ほうれん草と赤玉ねぎの和風サラダ
※かつお節小袋・和風わさびドレッシング小袋付

●ジャーマンポテトのマスタード風味
●切干大根とひじきのツナマヨサラダ
●絹揚げとキャベツの生姜醤油炒め

熱量 236kcal／食塩相当量1.8g
たんぱく質5.8g／脂質16.4g／炭水化物18.3g

1

17
（月）

●白菜とほうれん草のしらす和え
●ブロッコリーのカニ風味マヨサラダ
●さつま芋とえのきの甘辛温サラダ

熱量 222kcal／食塩相当量1.6g
たんぱく質5.2g／脂質14.4g／炭水化物19.4g

1

18
（火）

●春雨のチャプチェ風
●わかめと薄揚げのおろし和え
●大豆のキーマカレー風

熱量 171kcal／食塩相当量1.9g
たんぱく質7.3g／脂質8.6g／炭水化物17.6g

1

19
（水）

●ごぼうとツナのごま炒め
●人参とレーズンのラペ
●ほうれん草の中華炒め�カニ風味

熱量 223kcal／食塩相当量1.3g
たんぱく質5.5g／脂質13.8g／炭水化物20.3g

“ラぺ”とはフランス語で人参を使ったサ
ラダのことです。五穀や豆・レーズンを加
え宅食オリジナルレシピでお届けします♪

1

20
（木）

●トマトとツナの温やっこ
●春雨とわかめの酢醤油サラダ
●南瓜と蓮根の温サラダ

熱量 150kcal／食塩相当量1.7g
たんぱく質5.6g／脂質6.3g／炭水化物18.6g

1

21
（金）

〈フルーツについて〉●オレンジ・グレープフルーツは種が入る場合があります。ご注意ください。●ぶどうは、のどに詰まらせないように、
よく噛んで召しあがってください。種なしぶどうですがまれに種が入っている場合があります。

石狩鍋風
●真砂のクリームパスタ
●玉子とほうれん草の炒め和え
●豆豆サラダ●もやしと高菜のソテー

熱量 342kcal／食塩相当量2.9g
たんぱく質19.1g／脂質17.8g／炭水化物26.2g

1

18
（火）

野菜とビーフンのちゃんぽん風
●肉団子の黒酢ソース
●人参の粒マスタードサラダ
●キャベツと竹輪の中華味噌●ブロッコリーのごま和え

熱量 376kcal／食塩相当量3.0g
たんぱく質13.0g／脂質23.0g／炭水化物28.9g

1

19
（水）

豚肉の十勝風 卵黄ソース
●三色いなりの煮物
●キャベツと椎茸の中華浸し
●豆のごま和えサラダ●大根と人参の煮物

熱量 386kcal／食塩相当量3.2g
たんぱく質13.0g／脂質26.8g／炭水化物23.1g

1

20
（木）

カレイの甘酢だれ
●里芋となすの野菜味噌●豆腐そぼろの炒り煮
●ブロッコリーと玉子のサラダ
●白菜の塩昆布和え

熱量 350kcal／食塩相当量3.4g
たんぱく質18.4g／脂質17.9g／炭水化物29.6g

土曜日は、日替わり７日間コースのみのお届けです。

1

22
（土）

鶏肉のデミソース
●がんもどきと南瓜の煮物
●じゃが芋と山菜の金平●コールスローサラダ
●切干大根と葉大根の炒り煮

熱量 344kcal／食塩相当量2.8g
たんぱく質16.3g／脂質17.0g／炭水化物32.0g

日曜日は、日替わり７日間コースのみのお届けです。

1

23
（日）

エビフライ＆味噌カツ
あんかけパスタ添え
●春雨とチンゲン菜の中華風●豆腐と野菜の煮物
●わかめと大根おろしの酢の物●人参と薄揚げの金平

熱量 439kcal／食塩相当量3.3g
たんぱく質15.0g／脂質26.2g／炭水化物34.8g

1

17
（月）

●じゃが芋と枝豆のミモザサラダ
●ほうれん草の白和え
●さつま芋のレモン風味●大根と人参のナムル
熱量 379kcal／食塩相当量2.8g
たんぱく質13.4g／脂質22.0g／炭水化物32.5g

1

21
（金）

温めると、とろーり溶けるチーズと
トマトソースが相性ばっちりです♪

ハンバーグ
トマトチーズソース

牛すき煮 車麩添え
●カニ風味ご飯
●じゃが芋と人参の金平
●いんげんとたけのこの和え物●大豆ひじき��

熱量 475kcal／食塩相当量2.8g
たんぱく質13.9g／脂質13.0g／炭水化物72.5g

1

18
（火）

治部煮風
●白飯●麻婆豆腐
●いんげんの味噌ピー和え
●チンゲン菜と薄揚げの和え物��

熱量 487kcal／食塩相当量2.5g
たんぱく質19.1g／脂質12.4g／炭水化物73.4g

1

20
（木）

ホタテと野菜の旨煮
●牛しぐれご飯
●根菜とひき肉の煮物●マカロニの真砂和え
●キャベツと高菜の炒め物��

熱量 553kcal／食塩相当量3.1g
たんぱく質16.1g／脂質20.3g／炭水化物70.3g

1

21
（金）

鶏肉と玉子の親子煮風
●白飯●豚肉となすの味噌炒め
●ほうれん草と竹輪の和え物
●ひじきの梅和え��

熱量 540kcal／食塩相当量2.7g
たんぱく質20.1g／脂質18.9g／炭水化物70.3g

土曜日は、日替わり７日間コースのみのお届けです。

1

22
（土）

牛肉としらたきの煮物
●白飯●エビと野菜のマヨソース炒め
●さつま芋とおからのほくほく和え
●三色煮豆��

熱量 502kcal／食塩相当量2.0g
たんぱく質15.1g／脂質14.3g／炭水化物75.6g

日曜日は、日替わり７日間コースのみのお届けです。

1

23
（日）

エビのクリーム煮

●白飯●がんもどきとこんにゃくの煮物
●ほうれん草と蒸し鶏のおろし和え
●さつま芋の甘煮��

熱量 473kcal／食塩相当量1.8g
たんぱく質14.2g／脂質10.7g／炭水化物77.4g

1

17
（月）

プリっと食感のエビが入ったやさ
しい味わいのクリーム煮です。寒
い冬にピッタリの一品♪

●白飯●こうや豆腐のあっさり煮
●ほうれん草とコーンの炒め物
●人参と薄揚げの金平��
熱量 541kcal／食塩相当量1.7g
たんぱく質14.4g／脂質20.9g／炭水化物72.0g

1

19
（水）

エビフライ&白身魚フライ
※タルタルソース小袋付

エビのクリーム煮
●がんもどきとこんにゃくの煮物
●ほうれん草と蒸し鶏のおろし和え
●さつま芋の甘煮

熱量 221kcal／食塩相当量1.7g
たんぱく質10.0g／脂質9.7g／炭水化物23.2g

1

17
（月）

治部煮風
●麻婆豆腐
●いんげんの味噌ピー和え
●チンゲン菜と薄揚げの和え物

熱量 235kcal／食塩相当量2.4g
たんぱく質14.9g／脂質11.3g／炭水化物19.2g

1

20
（木）

ホタテと野菜の旨煮
●根菜とひき肉の煮物
●マカロニの真砂和え
●キャベツと高菜の炒め物

熱量 265kcal／食塩相当量2.2g
たんぱく質9.9g／脂質14.8g／炭水化物19.4g

1

21
（金）

牛すき煮 車麩添え

●じゃが芋と人参の金平
●いんげんとたけのこの和え物●大豆ひじき

熱量 237kcal／食塩相当量1.9g
たんぱく質8.7g／脂質11.8g／炭水化物22.5g

1

18
（火）

牛肉の旨みと玉ねぎの甘さを引き
出し、やさしい味付けに仕上げて
おります。ダシの旨みをたっぷりと
含んだ車麩もおすすめです♪

●こうや豆腐のあっさり煮
●ほうれん草とコーンの炒め物
●人参と薄揚げの金平
熱量 289kcal／食塩相当量1.6g
たんぱく質10.2g／脂質19.8g／炭水化物17.9g

1

19
（水）

エビフライ&白身魚フライ
※タルタルソース小袋付

ふかしいも献立表 新春特別企画　　　　　　　　　　　人気献立週間♪   お客さまの声でつくる1月17日週2022年お届け週 ▶

※加熱後、ソースまたはスープが高温になりますのでやけどにご注意ください。
◎肉類や魚介類は骨に注意して召しあがってください。�◎卵、豆類、肉類、魚介類などの食材や別添の小袋は電子レンジの過加熱により破裂の恐れがありますので、ご注意ください。
◎上記の電子レンジの温め時間でも冷たい部分がある場合は加熱しすぎに注意して、10秒ずつ追加加熱をしてください。 ◎食事療法をされている方は、事前に医療機関にてご相談ください。
◎アレルギー物質表記は、別紙にてご用意しております。ご希望の方は、「まごころスタッフ」にお申し付けください。◎写真はすべてイメージです。

※１“イヌリン”とは、腸内の善玉菌のエサになるなど、多様な働きを持った水溶性食物繊維です。
加熱後は容器が熱くなる場合がありますので、電子レンジから取り出す際は、やけどにご注意ください。 ◎都合によりメニューを変更させていただくことがあります。 ◎栄養成分値は献立
作成時の計算値であり、食材・調理状況により差異が生じる場合があります。目安の数値としてお考えください。詳細は、当日のお弁当・お惣菜に記載されている一括表示をご確認ください。

※ 野菜量には、いも類、きのこ類、豆類、海藻類を含みます。

お客さまの献立に対する率直なご意見をお聞かせください。
お持ちのスマートフォンからバーコードを読み取っていただきますとアンケートにアクセスできます。 
簡単なアンケートになりますので、数分で回答できます。ご協力お願いいたします。

インターネットでもアンケートを行う
ことで、1人でも多くのお客さまから
ご意見をいただき毎日のお弁当・
お惣菜をよりよいものにしていき
たいと思っております。

アンケートは
下記より⬇

パソコンから回答される方は、下記URLからアクセスしてください。
 https://questant.jp/q/watami0117-0123 

/みなさまの声をお聞かせください！/お弁当・お惣菜

WEBアンケート ご協力のお願いWEBアンケート ご協力のお願い

※こちらのアンケートは
　1月17日（月）〜1月23日（日）の
　献立についてご回答ください。
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