
献立表 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。

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
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

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。

◎肉類や魚介類は骨に注意してお召し上がりください。◎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。◎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。
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白身魚の香味ソース
●筑前煮●ブロッコリーのおかか和え
●大豆ひじき

熱量 214kcal
たんぱく質15.4g／脂質10.3g／炭水化物15.2g　
食塩相当量2.2g／カリウム515mg／カルシウム63mg

豚肉と春雨の炒め物
●すり身団子とじゃが芋の煮物
●いんげんとたけのこの和え物
●キャベツと高菜の炒め物
熱量 216kcal
たんぱく質6.1g／脂質11.2g／炭水化物21.9g　
食塩相当量2.1g／カリウム317mg／カルシウム46mg

鶏肉の甘酢だれ
●こうや豆腐のあっさり煮
●ほうれん草とツナのお浸し
●大根と人参の煮物
熱量 225kcal
たんぱく質9.8g／脂質14.5g／炭水化物14.1g　
食塩相当量2.0g／カリウム282mg／カルシウム60mg

銀ヒラスの照り焼き風味
●がんもどきと人参の煮物
●ほうれん草とコーンの炒め物
●さつま芋の甘煮
熱量 249kcal
たんぱく質11.9g／脂質10.5g／炭水化物26.1g　
食塩相当量2.1g／カリウム510mg／カルシウム57mg

ひじきコロッケ
●麻婆豆腐●彩り切干大根
●人参と薄揚げの金平

熱量 218kcal
たんぱく質6.8g／脂質10.1g／炭水化物25.4g　
食塩相当量1.5g／カリウム348mg／カルシウム43mg

サバの味噌煮
●さつま芋の煮物
●ブロッコリーとコーンのソテー
●チンゲン菜と人参のナムル
熱量 219kcal
たんぱく質9.9g／脂質12.1g／炭水化物17.1g　
食塩相当量1.6g／カリウム310mg／カルシウム90mg

牛すき煮
●大根と人参の炊き合わせ
●ニラ玉もやし●キャベツのごま和え

熱量 239kcal
たんぱく質8.7g／脂質14.1g／炭水化物19.2g　
食塩相当量2.4g／カリウム484mg／カルシウム46mg

チキンカツ カレーあん　
●春雨の炒め物
●小松菜と薄揚げのお浸し
●いんげんとコーンの炒め物
熱量 215kcal
たんぱく質8.9g／脂質12.2g／炭水化物17.5g　
食塩相当量2.1g／カリウム248mg／カルシウム53mg

イチオシ

豚肉のきのこあんかけ
●じゃが芋とウインナーの炒め物
●ブロッコリーのごま和え
●もやしと高菜のソテー
熱量 223kcal
たんぱく質7.7g／脂質14.7g／炭水化物14.3g　
食塩相当量1.9g／カリウム356mg／カルシウム32mg

祝日は、日替わり７日間コースのみのお届けです。

エビカツ
●切干大根と椎茸の炒め煮
●いんげんのごま和え

い
つ
で
も
三
菜

冷
凍

祝日は、日替わり７日間コースのみのお届けです。

エビチリ
●肉団子と野菜の黒酢だれ
●わかめと豆もやしの中華和え
●切干大根の煮物
●玉ねぎのおかか和え
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豚肉のきのこあんかけ
●イカフライ●なすのそぼろあん
●玉子とカリフラワーのサラダ
●いんげんのごま和え●漬物
熱量 347kcal
たんぱく質12.5g／脂質23.2g／炭水化物20.7g　
食塩相当量2.2g／カリウム443mg／カルシウム42mg

サーモンの塩焼き
●肉しゅうまい●切干大根の煮物
●和風ポテトサラダ●煮豆●漬物

熱量 375kcal
たんぱく質17.9g／脂質20.4g／炭水化物31.8g　
食塩相当量2.9g／カリウム857mg／カルシウム112mg

和風ハンバーグ
●ゆで野菜のマヨソース●さつま芋のレモン風味
●小松菜と薄揚げのお浸し●大豆ひじき●漬物

熱量 376kcal
たんぱく質17.6g／脂質14.2g／炭水化物43.5g　
食塩相当量2.9g／カリウム630mg／カルシウム142mg

鶏肉のごま照り焼き
●じゃが芋のカレーソース
●春雨のニラ玉炒め●ほうれん草のサラダ
●金平ごぼう●漬物
熱量 425kcal
たんぱく質18.5g／脂質22.8g／炭水化物36.6g　
食塩相当量3.5g／カリウム749mg／カルシウム75mg

銀ヒラスの塩こうじ焼き
●野菜のピリ辛そぼろのせ
●ほうれん草と玉子の炒め物
●豆豆サラダ●人参と薄揚げの金平●漬物
熱量 327kcal
たんぱく質17.3g／脂質18.6g／炭水化物22.5g　
食塩相当量3.2g／カリウム652mg／カルシウム73mg

肉じゃがコロッケ
●春雨と玉子の中華風●キャベツと椎茸の中華風浸し
●蒸し鶏とザーサイの和え物●ブロッコリーのごま和え
●漬物
熱量 351kcal
たんぱく質10.0g／脂質19.4g／炭水化物33.7g　
食塩相当量3.2g／カリウム447mg／カルシウム69mg

豚肉と玉ねぎの焼肉風
●三色いなりの煮物●人参の粒マスタードサラダ
●マカロニの玉子クリーム
●いんげんと人参のおかか和え●漬物
熱量 421kcal
たんぱく質15.1g／脂質28.6g／炭水化物23.6g　
食塩相当量3.4g／カリウム469mg／カルシウム78mg

白身魚の青じそソース
●肉団子のトマトソース
●ほうれん草の白和え●キャベツのマリネ
●切干大根と葉大根の炒り煮●漬物
熱量 333kcal
たんぱく質17.7g／脂質13.9g／炭水化物34.5g　
食塩相当量3.8g／カリウム709mg／カルシウム116mg

牛肉のオイスター炒め
●クリームコロッケ●豆腐と野菜の煮物
●さつま芋と切り昆布の煮物
●大根と人参の煮物●漬物
熱量 437kcal
たんぱく質14.4g／脂質25.9g／炭水化物35.8g　
食塩相当量3.1g／カリウム600mg／カルシウム81mg

イチオシ

祝日は、日替わり７日間コースのみのお届けです。

エビチリ
●肉団子と野菜の黒酢だれ
●わかめと豆もやしの中華和え
●切干大根の煮物
●玉ねぎのおかか和え
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豚肉の柳川風
●イカフライ
●玉子とカリフラワーのサラダ
●いんげんのごま和え
熱量 516kcal
たんぱく質20.8g／脂質36.0g／炭水化物22.6g　
食塩相当量2.3g／カリウム537mg／カルシウム51mg

サバの照り焼き
●肉しゅうまい●和風ポテトサラダ
●煮豆

熱量 475kcal
たんぱく質20.9g／脂質33.6g／炭水化物24.8g　
食塩相当量2.3g／カリウム645mg／カルシウム106mg

牛肉と野菜の五目炒め
●ゆで野菜のマヨソース
●小松菜と薄揚げのお浸し
●大豆ひじき
熱量 363kcal
たんぱく質16.1g／脂質21.5g／炭水化物25.7g　
食塩相当量3.4g／カリウム670mg／カルシウム143mg

鶏の唐揚げ 酢じょうゆだれ
●じゃが芋のカレーソース
●ほうれん草のサラダ●金平ごぼう

熱量 513kcal
たんぱく質21.1g／脂質27.3g／炭水化物46.1g　
食塩相当量3.5g／カリウム820mg／カルシウム46mg

エビカツ きのこあんかけ
●野菜のピリ辛そぼろのせ
●豆豆サラダ●人参と薄揚げの金平

熱量 422kcal
たんぱく質18.0g／脂質23.2g／炭水化物35.3g　
食塩相当量3.1g／カリウム504mg／カルシウム83mg

イチオシ

豚肉のねぎ塩＆チキンハンバーグ
●春雨と玉子の中華風
●蒸し鶏とザーサイの和え物
●ブロッコリーのごま和え
熱量 498kcal
たんぱく質18.4g／脂質33.4g／炭水化物27.7g　
食塩相当量4.4g／カリウム519mg／カルシウム68mg

白身魚の香味ソース
●三色いなりの煮物
●マカロニの玉子クリーム
●いんげんと人参のおかか和え
熱量 354kcal
たんぱく質18.2g／脂質19.3g／炭水化物26.4g　
食塩相当量2.5g／カリウム558mg／カルシウム85mg

サケの塩焼き
●肉団子のトマトソース
●キャベツのマリネ
●切干大根と葉大根の炒り煮
熱量 419kcal
たんぱく質26.2g／脂質22.6g／炭水化物26.1g　
食塩相当量3.2g／カリウム630mg／カルシウム133mg

牛肉と春雨の炒め物
●クリームコロッケ
●さつま芋と切り昆布の煮物
●大根と人参の煮物
熱量 444kcal
たんぱく質12.3g／脂質26.8g／炭水化物35.9g　
食塩相当量3.4g／カリウム451mg／カルシウム77mg
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