
献立表
2週間献立となっております。

ご利用期間内は破棄せずご確認ください。
休日分は前日までにお届けします。

500W 約1分  800W 約45秒
電子レンジの
温め時間の目安

「 冷凍 いつでも三菜」は商品に記載しています
500W 約1分半  800W 約1分

電子レンジの
温め時間の目安

「 冷凍 いつでも五菜」は商品に記載しています
500W 約1分半  800W 約1分

電子レンジの
温め時間の目安

「 冷凍 いつでも五菜」は商品に記載しています

熱量350kcal基準
食塩相当量3.0g以下  （休日平均） 熱量350kcal基準

食塩相当量3.0g以下  （休日平均） 熱量350kcal基準
食塩相当量3.0g以下  （休日平均） 熱量350kcal基準

食塩相当量3.0g以下  （休日平均） 熱量250kcal基準
食塩相当量2.0g以下  （休日平均）熱量250kcal基準

食塩相当量2.0g以下  （休日平均）

◎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。
◎休日の熱量の基準値は平均で±50kcalの範囲としています。◎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。

◎肉や魚は骨に注意して召し上がってください。◎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。
◎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。◎肉類、魚介類、卵などの食材や別添の小袋は電子レンジの加熱時間により破裂の恐れがありますので、ご注意ください。
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アジフライ 青じそソース
●ポテトスクランブル
●いんげんとたけのこのごま和え
●ほうれん草と薄揚げの和え物
熱量 230kcal
たんぱく質8.8g／脂質10.6g／炭水化物23.9g　
食塩相当量2.0g／カリウム297mg／カルシウム38mg

豚肉の生姜炒め
●がんもどきの煮物
●切干大根の中華風煮物
●チンゲン菜と薄揚げの和え物
熱量 285kcal
たんぱく質10.3g／脂質19.6g／炭水化物14.2g　
食塩相当量2.2g／カリウム418mg／カルシウム71mg

牛肉と野菜の五目炒め
●ほうれん草と玉子の炒め物
●蓮根の金平●キャベツのごま和え

熱量 219kcal
たんぱく質7.2g／脂質13.4g／炭水化物16.9g　
食塩相当量2.1g／カリウム400mg／カルシウム47mg

サバの塩焼き
●こうや豆腐の煮物
●キャベツと椎茸の中華浸し
●もやしの梅和え
熱量 215kcal
たんぱく質11.7g／脂質14.0g／炭水化物10.7g　
食塩相当量1.9g／カリウム322mg／カルシウム55mg

おかかコロッケ
●豚肉と野菜の炒め物
●ほうれん草と竹輪の和え物
●オクラの昆布和え
熱量 199kcal
たんぱく質7.4g／脂質10.0g／炭水化物19.5g　
食塩相当量2.0g／カリウム389mg／カルシウム56mg

和風ハンバーグ
●じゃが芋の金平
●大豆と野菜の炒め物
●いんげんと人参のおかか和え
熱量 236kcal
たんぱく質10.5g／脂質9.8g／炭水化物25.8g　
食塩相当量2.1g／カリウム405mg／カルシウム31mg

サンマの煮付け
●海鮮しゅうまい
●じゃが芋とベーコンの温サラダ
●いんげんのごま和え
※サンマの骨は軟らかく仕上げてありますが、ご注意ください。

熱量 261kcal
たんぱく質10.7g／脂質15.6g／炭水化物18.8g　
食塩相当量2.2g／カリウム344mg／カルシウム48mg

鶏肉の照り焼き
●こうや豆腐の煮物
●キャベツと竹輪の中華味噌
●人参と薄揚げの金平
熱量 223kcal
たんぱく質13.4g／脂質11.3g／炭水化物15.3g　
食塩相当量2.2g／カリウム395mg／カルシウム62mg

牛肉と玉ねぎの焼肉風
●里芋とオクラの煮物
●キャベツとウインナーのソテー
●大根と人参の煮物
熱量 217kcal
たんぱく質7.7g／脂質12.4g／炭水化物18.9g　
食塩相当量2.3g／カリウム417mg／カルシウム46mg

白身魚の玉子あん
●ひじきの煮物
●ほうれん草とえのきのお浸し
●煮豆
熱量 197kcal
たんぱく質9.2g／脂質8.4g／炭水化物22.4g　
食塩相当量1.8g／カリウム488mg／カルシウム66mg

イチオシ

ブリの照り焼き
●マカロニのクリーム煮●春雨といんげんの炒め物
●和風ポテトサラダ●ブロッコリーのおかか和え
●漬物
熱量 392kcal
たんぱく質14.5g／脂質21.3g／炭水化物34.1g　
食塩相当量2.9g／カリウム533mg／カルシウム83mg

ビーフシチュー
●白身魚のチリソース●ほうれん草と玉子の炒め物
●春雨の中華サラダ●人参と薄揚げの金平
●漬物
熱量 407kcal
たんぱく質13.6g／脂質27.3g／炭水化物26.3g　
食塩相当量3.0g／カリウム517mg／カルシウム51mg

豚の角煮
●玉子ときくらげの中華風
●豆腐そぼろの炒り煮●南瓜のサラダ
●いんげんと人参のおかか和え●漬物
熱量 344kcal
たんぱく質11.8g／脂質21.2g／炭水化物24.2g　
食塩相当量3.0g／カリウム542mg／カルシウム95mg

イチオシ

白身魚のフライ ※タルタルソース小袋付

●野菜のピリ辛そぼろのせ●ほうれん草の白和え
●蓮根とくらげのごま酢和え●大根と人参の煮物
●漬物
熱量 343kcal
たんぱく質13.6g／脂質18.1g／炭水化物32.0g　
食塩相当量3.5g／カリウム475mg／カルシウム94mg

カレイの煮付け
●メンチカツ●人参の粒マスタードサラダ
●さつま芋とおからのほくほく和え
●ほうれん草とベーコンのソテー●漬物
熱量 395kcal
たんぱく質16.0g／脂質22.4g／炭水化物32.5g　
食塩相当量2.6g／カリウム551mg／カルシウム117mg

味噌チキンカツ
●海鮮しゅうまい●花野菜のポテトサラダ
●大根なます●キャベツのごま和え
●漬物
熱量 399kcal
たんぱく質14.5g／脂質20.8g／炭水化物38.5g　
食塩相当量3.5g／カリウム558mg／カルシウム77mg

カレイの玉ねぎソース
●大根と豚肉の煮物●ごぼうと人参の炒り煮
●じゃが芋の真砂和え●ブロッコリーのごま和え
●漬物
熱量 365kcal
たんぱく質15.5g／脂質21.0g／炭水化物27.1g　
食塩相当量3.4g／カリウム581mg／カルシウム57mg

牛肉と春雨の和え物
●枝豆コロッケ●白菜とくらげのナムル
●いんげんとたけのこのごま和え
●切干大根と高菜の炒り煮●漬物
熱量 352kcal
たんぱく質9.1g／脂質19.6g／炭水化物33.9g　
食塩相当量2.8g／カリウム526mg／カルシウム85mg

油
ユーリンチー

淋鶏（鶏の唐揚げ 酢じょうゆだれ）
●がんもどきの煮物●切干大根のごまドレッシング和え
●大豆と野菜の炒め物●ほうれん草とハムの和え物
●漬物
熱量 386kcal
たんぱく質17.8g／脂質20.5g／炭水化物33.4g　
食塩相当量3.8g／カリウム714mg／カルシウム104mg

サバの塩焼き
●鶏団子と野菜の炊き合わせ
●中華風卯の花●小松菜ときのこの和え物
●ひよこ豆とベーコンのトマト煮●漬物
熱量 380kcal
たんぱく質18.2g／脂質24.2g／炭水化物23.2g　
食塩相当量3.3g／カリウム493mg／カルシウム88mg

ヒレカツ＆白身フライ
※ソース＆タルタルソース小袋付
●マカロニのクリーム煮●和風ポテトサラダ
●ブロッコリーのおかか和え

熱量 418kcal
たんぱく質13.0g／脂質25.3g／炭水化物35.2g　
食塩相当量2.6g／カリウム436mg／カルシウム79mg

牛肉ときのこのオイスター炒め
●白身魚のチリソース
●春雨の中華サラダ
●人参と薄揚げの金平
熱量 440kcal
たんぱく質17.1g／脂質28.0g／炭水化物27.8g　
食塩相当量2.8g／カリウム569mg／カルシウム37mg

鶏肉のハーブ焼き＆ハンバーグ
●玉子ときくらげの中華風
●南瓜のサラダ
●いんげんと人参のおかか和え
熱量 427kcal
たんぱく質19.7g／脂質23.8g／炭水化物31.9g　
食塩相当量3.6g／カリウム532mg／カルシウム47mg

サバの味噌煮
●野菜のピリ辛そぼろのせ
●蓮根とくらげのごま酢和え
●大根と人参の煮物
熱量 359kcal
たんぱく質15.4g／脂質21.1g／炭水化物27.0g　
食塩相当量3.5g／カリウム500mg／カルシウム83mg

海鮮と野菜の中華炒め
●メンチカツ
●人参の粒マスタードサラダ
●ほうれん草とベーコンのソテー
熱量 394kcal
たんぱく質16.2g／脂質23.6g／炭水化物28.1g　
食塩相当量2.7g／カリウム551mg／カルシウム69mg

鶏の唐揚げ チリソース
●海鮮しゅうまい
●花野菜のポテトサラダ
●キャベツのごま和え
熱量 482kcal
たんぱく質18.3g／脂質30.3g／炭水化物34.2g　
食塩相当量3.3g／カリウム477mg／カルシウム60mg

イチオシ

アジの唐揚げ 蒲焼き風
●大根と豚肉の煮物
●じゃが芋の真砂和え
●ブロッコリーのごま和え
熱量 385kcal
たんぱく質16.1g／脂質21.9g／炭水化物26.8g　
食塩相当量2.8g／カリウム524mg／カルシウム45mg

牛すき煮 卵黄ソース
●枝豆コロッケ
●いんげんとたけのこのごま和え
●切干大根と高菜の炒り煮
熱量 520kcal
たんぱく質16.1g／脂質31.3g／炭水化物38.3g　
食塩相当量3.7g／カリウム588mg／カルシウム67mg

豚肉となすの味噌炒め
●がんもどきの煮物
●大豆と野菜の炒め物
●ほうれん草とハムの和え物
熱量 441kcal
たんぱく質16.9g／脂質30.9g／炭水化物23.1g　
食塩相当量3.1g／カリウム643mg／カルシウム68mg

白身魚の野菜あんかけ
●鶏団子と野菜の炊き合わせ
●小松菜ときのこの和え物
●ひよこ豆とベーコンのトマト煮
熱量 429kcal
たんぱく質21.4g／脂質24.3g／炭水化物29.5g　
食塩相当量3.5g／カリウム615mg／カルシウム92mg
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