
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。

●人参のサラダ
●ほうれん草と蒸し鶏のおろし和え●大学芋
熱量 572kcal／食塩相当量3.6g
たんぱく質16.9g／脂質39.4g／炭水化物36.4g

豚肉とサイコロ
絹揚げの味噌炒め

エビマヨ
マスタード風味W1

24
（月）

●ひじきとたけのこの炒め煮
●さつま芋のレモン風味●キャベツと高菜の炒め物
熱量 445kcal／食塩相当量2.3g
たんぱく質17.1g／脂質22.1g／炭水化物42.6g

チキンハンバーグ
食べる野菜ソース

白身魚 中華風
甘酢だれW1

25
（火）

●切干大根のごまドレッシング和え
●大豆と野菜の炒め物●小松菜ときのこの和え物
熱量 534kcal／食塩相当量3.2g
たんぱく質23.3g／脂質40.6g／炭水化物19.9g

豚肉のさっぱり
レモンソース

アジの
醤油焼きW1

26
（水）

●ポテトサラダ●いんげんの味噌ピー和え
●ブロッコリーのおかか和え
熱量 587kcal／食塩相当量4.7g
たんぱく質26.1g／脂質33.3g／炭水化物43.9g

油
ユ ー リ ン チ ー

淋鶏
（鶏の唐揚げ 酢醤油だれ）

あさりと野菜の
　ビーフン炒めW1

27
（木）

●ひよこ豆とベーコンのトマト煮
●シャキシャキごぼうサラダ●もやしとひじきの梅和え
熱量 580kcal／食塩相当量3.3g
たんぱく質19.2g／脂質42.1g／炭水化物31.6g

豚肉とたけのこの
中華炒め

カツオフライ
生姜ポン酢がけW

勝浦にて漁獲されたカツオを使用
し、さっぱりと召し上がっていただけ
るよう生姜ポン酢を合わせました。

1

28
（金）

パイン・マンゴー1
25
（火）

赤肉メロン・みかん1
24
（月）

赤肉メロン・
ぶどう・りんご

1
26
（水）

パイン・オレンジ・
グレープフルーツ

1
27
（木）

パイン・赤肉メロン1
28
（金）

1
28
（金）

和風玉ねぎサラダ
※和風ドレッシング小袋付

1
27
（木）

3種レタスのチョレギサラダ
※チョレギサラダドレッシング小袋付

1
26
（水）

ちりめんじゃこと海藻のグリーンサラダ
※中華ドレッシング小袋付

1
25
（火）

水菜とサラダチキンの棒棒鶏風サラダ
※ごまドレッシング小袋付

1
24
（月）

白菜と塩昆布のサラダ
※シーザードレッシング小袋付

●じゃが芋と野菜のあおさ炒め
●洋風白和え
●ほうれん草と薄揚げのごま味噌和え

熱量 178kcal／食塩相当量1.5g
たんぱく質7.9g／脂質9.5g／炭水化物16.3g

1

26
（水）

●大根と薄揚げの生姜炒め
●ブロッコリーとツナのサラダ
●人参とベーコンの洋風金平

熱量 221kcal／食塩相当量1.7g
たんぱく質6.5g／脂質17.4g／炭水化物11.0g

1

27
（木）

●白菜と絹揚げの山椒風味
●野菜の真砂マヨサラダ
●南瓜と蓮根のバター風味

熱量 174kcal／食塩相当量1.6g
たんぱく質5.0g／脂質8.7g／炭水化物20.2g

1

28
（金）

●もやしと人参の塩昆布おかか和え
●ほうれん草と湯葉のゆず和え
●なすの田楽味噌チーズ

熱量 131kcal／食塩相当量2.4g
たんぱく質5.7g／脂質7.4g／炭水化物11.7g

1

25
（火）

●野菜のチンジャオロース風
●キャベツとコーンのオーロラサラダ

●豆腐そぼろとひじきの炒り煮

熱量 180kcal／食塩相当量1.6g
たんぱく質5.5g／脂質12.0g／炭水化物14.1g

フランス語で「オーロラ」とは曙・明け方
を意味し、マヨネーズにケチャップを加
えひと味違った味わいに仕上げました。

1

24
（月）

〈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。

イチオシイチオシ

豚肉とサイコロ絹揚げの味噌炒め
●筑前煮●人参のサラダ
●ほうれん草と蒸し鶏のおろし和え
●大学芋

熱量 391kcal／食塩相当量2.8g
たんぱく質12.9g／脂質23.7g／炭水化物29.6g

1

24
（月）

アジの醤油焼き
●なすと蓮根の和風トマトソース
●切干大根のごまドレッシング和え
●大豆と野菜の炒め物●小松菜ときのこの和え物

熱量 323kcal／食塩相当量3.2g
たんぱく質17.2g／脂質17.1g／炭水化物27.0g

1

26
（水）

豚肉とたけのこの中華炒め
●オムレツ�ホワイトソースがけ
●ひよこ豆とベーコンのトマト煮
●シャキシャキごぼうサラダ
●もやしとひじきの梅和え
熱量 393kcal／食塩相当量2.4g
たんぱく質12.1g／脂質29.8g／炭水化物19.4g

1

28
（金）

銀ヒラスの照り焼き
●蓮根と鶏肉のごま照り●麻婆春雨
●マカロニの真砂和え
●切干大根のトマト風味

熱量 348kcal／食塩相当量3.2g
たんぱく質15.9g／脂質18.4g／炭水化物28.5g

土曜日は、日替わり７日間コースのみのお届けです。

1

29
（土）

牛肉と野菜の甘辛煮
●じゃが芋とすり身団子のチリソース
●蒸し鶏ともやしのごま和え
●カリフラワーの甘酢漬け●三色煮豆

熱量 340kcal／食塩相当量2.0g
たんぱく質12.9g／脂質18.6g／炭水化物29.9g

日曜日は、日替わり７日間コースのみのお届けです。

1

30
（日）

油
ユーリンチー

淋鶏（鶏の唐揚げ 酢醤油だれ）
●大根のそぼろあんかけ
●ポテトサラダ●いんげんの味噌ピー和え
●ブロッコリーのおかか和え

熱量 371kcal／食塩相当量3.7g
たんぱく質15.8g／脂質19.0g／炭水化物34.4g

1

27
（木）

チキンハンバーグ 食べる野菜ソース

●蒸し鶏と切干大根の和風サラダ
●ひじきとたけのこの炒め煮
●さつま芋のレモン風味●キャベツと高菜の炒め物

熱量 367kcal／食塩相当量2.5g
たんぱく質11.5g／脂質20.1g／炭水化物34.3g

1

25
（火）

しっかりと野菜を召し上がってい
ただきたく考えた、4種の野菜とト
マトを使った特製ソースです♪

チキンカツ きのこ玉子あん
●白飯●こうや豆腐と椎茸の煮物
●蓮根とこんにゃくの金平
●ポテトの真砂和え��

熱量 477kcal／食塩相当量1.8g
たんぱく質13.6g／脂質14.3g／炭水化物72.6g

1

24
（月）

白身魚の塩焼き
●香りご飯（青じそ）
●春雨と玉子の中華風
●コールスローサラダ●昆布煮��

熱量 485kcal／食塩相当量2.7g
たんぱく質19.8g／脂質15.1g／炭水化物69.2g

1

25
（火）

豚肉の旨煮
●白飯●ひじきと絹揚げの煮物
●豆豆サラダ
●ブロッコリーのおかか和え

熱量 489kcal／食塩相当量2.0g
たんぱく質13.0g／脂質15.1g／炭水化物71.9g

1

27
（木）

コーンクリームコロッケ
●高菜ご飯●麻婆なす
●春雨の酢の物
●キャベツのごま和え��

熱量 519kcal／食塩相当量2.1g
たんぱく質11.7g／脂質16.0g／炭水化物80.0g

1

28
（金）

鶏肉のデミソース
●白飯●ポテトスクランブル
●大豆と野菜の炒め物
●南瓜とひじきの甘煮��

熱量 538kcal／食塩相当量2.4g
たんぱく質19.6g／脂質13.8g／炭水化物82.3g

土曜日は、日替わり７日間コースのみのお届けです。

1

29
（土）

カレイの甘酢だれ
●白飯●豚肉と野菜の炒め物
●水くわいのトマトソース
●大根と人参の煮物��

熱量 511kcal／食塩相当量1.8g
たんぱく質18.8g／脂質15.9g／炭水化物71.1g

日曜日は、日替わり７日間コースのみのお届けです。

1

30
（日）

牛肉のオイスター炒め
●白飯
●有機さつま芋入りさつま揚げの炊き合わせ

●根菜と青菜の和え物●もやしとひじきの梅和え
熱量 509kcal／食塩相当量2.3g
たんぱく質13.5g／脂質17.0g／炭水化物72.1g

1

26
（水）

ワタミファームで収穫したさつま芋
を使用したさつま揚げです。是非
ご賞味ください♪

白身魚の塩焼き
●春雨と玉子の中華風
●コールスローサラダ
●昆布煮

熱量 231kcal／食塩相当量2.2g
たんぱく質15.5g／脂質14.0g／炭水化物14.5g

1

25
（火）

牛肉のオイスター炒め
●有機さつま芋入りさつま揚げの炊き合わせ
●根菜と青菜の和え物
●もやしとひじきの梅和え

熱量 257kcal／食塩相当量2.2g
たんぱく質9.3g／脂質16.0g／炭水化物17.9g

1

26
（水）

豚肉の旨煮
●ひじきと絹揚げの煮物
●豆豆サラダ
●ブロッコリーのおかか和え

熱量 237kcal／食塩相当量1.9g
たんぱく質8.8g／脂質14.0g／炭水化物17.8g

1

27
（木）

コーンクリームコロッケ
●麻婆なす
●春雨の酢の物
●キャベツのごま和え

熱量 252kcal／食塩相当量1.6g
たんぱく質5.9g／脂質13.2g／炭水化物27.5g

1

28
（金）

チキンカツ きのこ玉子あん

●こうや豆腐と椎茸の煮物
●蓮根とこんにゃくの金平
●ポテトの真砂和え

熱量 225kcal／食塩相当量1.7g
たんぱく質9.4g／脂質13.3g／炭水化物18.5g

1

24
（月）

エリンギとぶなしめじを優しい味
わいの玉子でとじ、人気のチキン
カツにかけました。

イチオシ イチオシ

イチオシ
ふかしいも献立表 1月24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

電子レンジの
温め時間の目安

800W
約30秒

500W
約45秒��

HN

電子レンジの
温め時間の目安

800W
約1分半

500W
約2分

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）

“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）

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。

●人参のサラダ
●ほうれん草と蒸し鶏のおろし和え●大学芋
熱量 572kcal／食塩相当量3.6g
たんぱく質16.9g／脂質39.4g／炭水化物36.4g

豚肉とサイコロ
絹揚げの味噌炒め

エビマヨ
マスタード風味W1

24
（月）

●ひじきとたけのこの炒め煮
●さつま芋のレモン風味●キャベツと高菜の炒め物
熱量 445kcal／食塩相当量2.3g
たんぱく質17.1g／脂質22.1g／炭水化物42.6g

チキンハンバーグ
食べる野菜ソース

白身魚 中華風
甘酢だれW1

25
（火）

●切干大根のごまドレッシング和え
●大豆と野菜の炒め物●小松菜ときのこの和え物
熱量 534kcal／食塩相当量3.2g
たんぱく質23.3g／脂質40.6g／炭水化物19.9g

豚肉のさっぱり
レモンソース

アジの
醤油焼きW1

26
（水）

●ポテトサラダ●いんげんの味噌ピー和え
●ブロッコリーのおかか和え
熱量 587kcal／食塩相当量4.7g
たんぱく質26.1g／脂質33.3g／炭水化物43.9g

油
ユ ー リ ン チ ー

淋鶏
（鶏の唐揚げ 酢醤油だれ）

あさりと野菜の
　ビーフン炒めW1

27
（木）

●ひよこ豆とベーコンのトマト煮
●シャキシャキごぼうサラダ●もやしとひじきの梅和え
熱量 580kcal／食塩相当量3.3g
たんぱく質19.2g／脂質42.1g／炭水化物31.6g

豚肉とたけのこの
中華炒め

カツオフライ
生姜ポン酢がけW

勝浦にて漁獲されたカツオを使用
し、さっぱりと召し上がっていただけ
るよう生姜ポン酢を合わせました。

1

28
（金）

パイン・マンゴー1
25
（火）

赤肉メロン・みかん1
24
（月）

赤肉メロン・
ぶどう・りんご

1
26
（水）

パイン・オレンジ・
グレープフルーツ

1
27
（木）

パイン・赤肉メロン1
28
（金）

1
28
（金）

和風玉ねぎサラダ
※和風ドレッシング小袋付

1
27
（木）

3種レタスのチョレギサラダ
※チョレギサラダドレッシング小袋付

1
26
（水）

ちりめんじゃこと海藻のグリーンサラダ
※中華ドレッシング小袋付

1
25
（火）

水菜とサラダチキンの棒棒鶏風サラダ
※ごまドレッシング小袋付

1
24
（月）

白菜と塩昆布のサラダ
※シーザードレッシング小袋付

●じゃが芋と野菜のあおさ炒め
●洋風白和え
●ほうれん草と薄揚げのごま味噌和え

熱量 178kcal／食塩相当量1.5g
たんぱく質7.9g／脂質9.5g／炭水化物16.3g

1

26
（水）

●大根と薄揚げの生姜炒め
●ブロッコリーとツナのサラダ
●人参とベーコンの洋風金平

熱量 221kcal／食塩相当量1.7g
たんぱく質6.5g／脂質17.4g／炭水化物11.0g

1

27
（木）

●白菜と絹揚げの山椒風味
●野菜の真砂マヨサラダ
●南瓜と蓮根のバター風味

熱量 174kcal／食塩相当量1.6g
たんぱく質5.0g／脂質8.7g／炭水化物20.2g

1

28
（金）

●もやしと人参の塩昆布おかか和え
●ほうれん草と湯葉のゆず和え
●なすの田楽味噌チーズ

熱量 131kcal／食塩相当量2.4g
たんぱく質5.7g／脂質7.4g／炭水化物11.7g

1

25
（火）

●野菜のチンジャオロース風
●キャベツとコーンのオーロラサラダ

●豆腐そぼろとひじきの炒り煮

熱量 180kcal／食塩相当量1.6g
たんぱく質5.5g／脂質12.0g／炭水化物14.1g

フランス語で「オーロラ」とは曙・明け方
を意味し、マヨネーズにケチャップを加
えひと味違った味わいに仕上げました。

1

24
（月）

〈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。

イチオシイチオシ

豚肉とサイコロ絹揚げの味噌炒め
●筑前煮●人参のサラダ
●ほうれん草と蒸し鶏のおろし和え
●大学芋

熱量 391kcal／食塩相当量2.8g
たんぱく質12.9g／脂質23.7g／炭水化物29.6g

1

24
（月）

アジの醤油焼き
●なすと蓮根の和風トマトソース
●切干大根のごまドレッシング和え
●大豆と野菜の炒め物●小松菜ときのこの和え物

熱量 323kcal／食塩相当量3.2g
たんぱく質17.2g／脂質17.1g／炭水化物27.0g

1

26
（水）

豚肉とたけのこの中華炒め
●オムレツ�ホワイトソースがけ
●ひよこ豆とベーコンのトマト煮
●シャキシャキごぼうサラダ
●もやしとひじきの梅和え
熱量 393kcal／食塩相当量2.4g
たんぱく質12.1g／脂質29.8g／炭水化物19.4g

1

28
（金）

銀ヒラスの照り焼き
●蓮根と鶏肉のごま照り●麻婆春雨
●マカロニの真砂和え
●切干大根のトマト風味

熱量 348kcal／食塩相当量3.2g
たんぱく質15.9g／脂質18.4g／炭水化物28.5g

土曜日は、日替わり７日間コースのみのお届けです。

1

29
（土）

牛肉と野菜の甘辛煮
●じゃが芋とすり身団子のチリソース
●蒸し鶏ともやしのごま和え
●カリフラワーの甘酢漬け●三色煮豆

熱量 340kcal／食塩相当量2.0g
たんぱく質12.9g／脂質18.6g／炭水化物29.9g

日曜日は、日替わり７日間コースのみのお届けです。

1

30
（日）

油
ユーリンチー

淋鶏（鶏の唐揚げ 酢醤油だれ）
●大根のそぼろあんかけ
●ポテトサラダ●いんげんの味噌ピー和え
●ブロッコリーのおかか和え

熱量 371kcal／食塩相当量3.7g
たんぱく質15.8g／脂質19.0g／炭水化物34.4g

1

27
（木）

チキンハンバーグ 食べる野菜ソース

●蒸し鶏と切干大根の和風サラダ
●ひじきとたけのこの炒め煮
●さつま芋のレモン風味●キャベツと高菜の炒め物

熱量 367kcal／食塩相当量2.5g
たんぱく質11.5g／脂質20.1g／炭水化物34.3g

1

25
（火）

しっかりと野菜を召し上がってい
ただきたく考えた、4種の野菜とト
マトを使った特製ソースです♪

チキンカツ きのこ玉子あん
●白飯●こうや豆腐と椎茸の煮物
●蓮根とこんにゃくの金平
●ポテトの真砂和え��

熱量 477kcal／食塩相当量1.8g
たんぱく質13.6g／脂質14.3g／炭水化物72.6g

1

24
（月）

白身魚の塩焼き
●香りご飯（青じそ）
●春雨と玉子の中華風
●コールスローサラダ●昆布煮��

熱量 485kcal／食塩相当量2.7g
たんぱく質19.8g／脂質15.1g／炭水化物69.2g

1

25
（火）

豚肉の旨煮
●白飯●ひじきと絹揚げの煮物
●豆豆サラダ
●ブロッコリーのおかか和え

熱量 489kcal／食塩相当量2.0g
たんぱく質13.0g／脂質15.1g／炭水化物71.9g

1

27
（木）

コーンクリームコロッケ
●高菜ご飯●麻婆なす
●春雨の酢の物
●キャベツのごま和え��

熱量 519kcal／食塩相当量2.1g
たんぱく質11.7g／脂質16.0g／炭水化物80.0g

1

28
（金）

鶏肉のデミソース
●白飯●ポテトスクランブル
●大豆と野菜の炒め物
●南瓜とひじきの甘煮��

熱量 538kcal／食塩相当量2.4g
たんぱく質19.6g／脂質13.8g／炭水化物82.3g

土曜日は、日替わり７日間コースのみのお届けです。

1

29
（土）

カレイの甘酢だれ
●白飯●豚肉と野菜の炒め物
●水くわいのトマトソース
●大根と人参の煮物��

熱量 511kcal／食塩相当量1.8g
たんぱく質18.8g／脂質15.9g／炭水化物71.1g

日曜日は、日替わり７日間コースのみのお届けです。

1

30
（日）

牛肉のオイスター炒め
●白飯
●有機さつま芋入りさつま揚げの炊き合わせ

●根菜と青菜の和え物●もやしとひじきの梅和え
熱量 509kcal／食塩相当量2.3g
たんぱく質13.5g／脂質17.0g／炭水化物72.1g

1

26
（水）

ワタミファームで収穫したさつま芋
を使用したさつま揚げです。是非
ご賞味ください♪

白身魚の塩焼き
●春雨と玉子の中華風
●コールスローサラダ
●昆布煮

熱量 231kcal／食塩相当量2.2g
たんぱく質15.5g／脂質14.0g／炭水化物14.5g

1

25
（火）

牛肉のオイスター炒め
●有機さつま芋入りさつま揚げの炊き合わせ
●根菜と青菜の和え物
●もやしとひじきの梅和え

熱量 257kcal／食塩相当量2.2g
たんぱく質9.3g／脂質16.0g／炭水化物17.9g

1

26
（水）

豚肉の旨煮
●ひじきと絹揚げの煮物
●豆豆サラダ
●ブロッコリーのおかか和え

熱量 237kcal／食塩相当量1.9g
たんぱく質8.8g／脂質14.0g／炭水化物17.8g

1

27
（木）

コーンクリームコロッケ
●麻婆なす
●春雨の酢の物
●キャベツのごま和え

熱量 252kcal／食塩相当量1.6g
たんぱく質5.9g／脂質13.2g／炭水化物27.5g

1

28
（金）

チキンカツ きのこ玉子あん

●こうや豆腐と椎茸の煮物
●蓮根とこんにゃくの金平
●ポテトの真砂和え

熱量 225kcal／食塩相当量1.7g
たんぱく質9.4g／脂質13.3g／炭水化物18.5g

1

24
（月）

エリンギとぶなしめじを優しい味
わいの玉子でとじ、人気のチキン
カツにかけました。

イチオシ イチオシ

イチオシ
ふかしいも献立表 1月24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。

290円
（税込）

1食あたり

“ 食べる健康習慣シリーズ ” は どれを選んでも プラス
日本人は野菜・果物ともに摂取量が足りていません。※１
そんな毎日の健康習慣を応援するために、
“食べる健康習慣シリーズ”をご用意しました。
フレッシュなおいしさをお弁当・お惣菜とともに
お楽しみください。

※単品ではご注文できません。  

※1 平成30年国民健康・栄養調査より

平日2日以上でご利用いただけます。
ご注文は、担当の

「まごころスタッフ」まで！！

●疾病や服薬のある方は、医師や薬剤師、管理栄養士とご相談の上、ご利用ください。

野菜･果物をとろう！
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