
下準備 → ♣ → ♥

熱 量

kcal
524

作り方ご用意いただくもの
酒・しょうゆ・油・塩・こしょう・
片栗粉・ごま油・だし汁・砂糖

ー下準備ー

2人用 3人用 4人用材  料

124ｇ

180ml
大1
小1/2

186ｇ

270ml
大1・1/2
小1弱

248ｇ

360ml
大2
小1

クッキングキット ・・
［丸天スライス・ごぼう・人参・切干大根・
しいたけスライス・むき枝豆］
     だし汁 ・・・・・・・
     しょうゆ ・・・・・・
     砂糖 ・・・・・・・・・・

アレルゲン／卵！
♣切干大根の炒り煮

240g
106ｇ

1袋

360g
159ｇ

1・1/2袋

480g
212ｇ

2袋

鶏もも肉 ・・・・・・・・・・
クッキングキット ・・
［玉ねぎ・小ねぎ・長ねぎ］
もやし ・・・・・・・・・・・・・
調味ベースＡ

♥
アレルゲン／小麦！

鶏肉のねぎだれ

㋑

♥ 鶏肉のねぎだれ
フライパンに油を熱して玉ねぎ･もやし･小ねぎを炒め、
塩･こしょう各少々で調味する。1

フライパンにごま油を熱して長ねぎを炒め、調味ベースＡ
を入れてひと煮立ちさせる。3

鶏肉の汁気を拭き取って片栗粉を薄くまぶし、フライパンに
油を熱して皮目から入れ、中火で焼く。焼き色がついたら
裏返して弱火で中まで火を通す。

2

1に㋑を加えて煮立て、枝豆を加えて落し蓋をし、弱火で煮汁が少なく
なるまで煮含める。2

器に1・食べやすく切った2を盛り、3をかける。4
♣ 切干大根の炒り煮
鍋に油を熱し、丸天スライス･ごぼう･人参･切干大根･しいたけを加えて
炒め合わせる。

1

大1/22人用 大14人用大1弱3人用油

大2/32人用 大1・1/34人用大13人用油

小1/22人用 小14人用小1弱3人用ごま油

大1/32人用 大2/34人用大1/23人用油

アレンジメニュー

鶏肉のねぎだれ
鶏肉は焼かずにゆでて仕上げても。
ゆで汁は塩などで調味してスープ
として召し上がれます。

♣切干大根 ： 水洗いし、ぬるま湯に
約5分つけてもどし、絞る
♣しいたけ ： ぬるま湯につけてもどす
♥長ねぎ ： 粗みじん切り
♥鶏肉 ： 厚い部分に切り込みを
　入れて開き、厚みを均等にして㋐
で下味をつける

㋐ 大2/32人用 大1･1/34人用大13人用
酒

大1/32人用 大2/34人用大1/23人用
しょうゆ

栄養成分値
（1食あたり）

熱量 524kcal　たんぱく質 27.7g　脂質 29.3g　
炭水化物 36.0ｇ　カルシウム 108mg　食塩相当量 3.5g2/13 火

【消費期限 ： 2/14（水）】
鶏肉のねぎだれ

野菜量
180g※1以上

調理時間
約30～40分※2

オトナ
コース

火 金2/162/13
4日間セット前 半

※1：野菜量は、1食あたりの週平均値です。野菜量
には、いも類、きのこ類、豆類を含みます。

※2 ： 2人用の目安

魚の骨にご注意ください。

【レシピの見方】

※3 特定原材料に準ずる20品目につきま
しては、別紙をお渡しすることがで
きます。

● ご用意いただくもの ご家庭でご用意いただく調味料・食
材を表記しています。バターはマーガリンに代用できます。
● 材料　人数分に合わせた分量を表記しています。
● 使用基準　だし汁は水600㎖に顆粒和風だし4g、
コンソメスープは水300㎖に固形コンソメ1個（5.3g）、
中華スープは水200㎖に顆粒中華だし6gを溶かし
たものを基準にしています。
● 標準計量　大1は計量スプーン大さじ1（15㎖）、小1
は小さじ1（5㎖）、1カップは計量カップ200㎖、茶碗
1杯のご飯は160gとして表記しています。
● 下準備　効率的に調理できる手順で表記しています。
● アレルギー物質表示※3  　お届け商品の特定原材料
7品目（卵、乳成分、小麦、落花生、えび、そば、かに）を
メニューごとに　 アレルゲンとして表記しています。

レシピは
webでも

公開しています

■ アイコンの説明

野菜の魅力をひきだすメニュー。自分好みの料理や味付けに楽しくアレンジ！

15 ◎写真はすべてイメージです。



熱 量

kcal
557

栄養成分値（1食あたり）

熱量 557kcal　たんぱく質 31.0g　脂質 36.2g　
炭水化物 27.1ｇ　カルシウム 119mg　
食塩相当量 2.3g　

下準備 → ♣ → ♥

♥じゃがいも ： 5mm厚さに切り、塩ゆでする
♥しめじ ： 根元を切る
♥魚 ： 水気をしっかり拭き取り、塩・こしょう各少々をふる
♥リーフレタス ： 根元を取り、水洗いしてちぎる

作り方

ー下準備ー

ご用意いただくもの
塩・こしょう・小麦粉・油・バター

2人用 3人用 4人用材  料

60g
250ｇ

90g
375ｇ

120g
500ｇ

鶏もも肉 ・・・・・・・・・・
クッキングキット ・・
［玉ねぎ・人参・キャベツ］
調味ベースＢ

アレルゲン／乳成分、小麦！
♣鶏肉と野菜のスープ煮

4枚
小1Ｐ
100g
適量

6枚
1Ｐ
150g
適量

8枚
1Ｐ
200g
適量

黄金ガレイフィーレ ・・
ぶなしめじ ・・・・・・・・
じゃがいも ・・・・・・・・
リーフレタス ・・・・・
調味ベースＡ

♥
アレルゲン／卵、乳成分、小麦！

黄金ガレイのカレーソース

♣ 鶏肉と野菜のスープ煮
鍋に油を熱して鶏肉を炒め、玉ねぎ・人参・キャベツを入れて炒め合わせる。1

1に水・調味ベースＢを加えて煮立て、弱火で柔らかくなるまで煮る。2
240ｍｌ2人用 480ｍｌ4人用360ｍｌ3人用水

大1/22人用 大14人用大1弱3人用油

熱 量

kcal
379

栄養成分値（1食あたり）

熱量 379kcal　たんぱく質 18.3g　脂質 25.6g　
炭水化物 19.1ｇ　カルシウム 114mg　
食塩相当量 2.5g　＊ご飯の栄養量は含みません

下準備 → ♣ → ♥

♥しいたけ ： ぬるま湯につけてもどし、食べやすく切る
♣えのき茸 ： 根元を切る
♣水菜 ： 3cm長さに切る
♣牛肉 ： 酒少々をふる

作り方

ー下準備ー

ご用意いただくもの
酒・ご飯・塩・こしょう・
ぽん酢しょうゆ

2人用 3人用 4人用材  料

140g
260ｇ

小1Ｐ

210g
390ｇ

1Ｐ

280g
520ｇ

1Ｐ

牛ばら肉 ・・・・・・・・・・
クッキングキット ・・
［白菜・人参（短冊切り）・長ねぎ・水菜］
えのき茸 ・・・・・・・・・・

♣寄せ蒸し

94ｇ 141ｇ 188ｇクッキングキット ・・
［刻み油揚げ・しいたけスライス・
人参・ごぼう・むき枝豆］
調味ベースＡ

♥
アレルゲン／小麦！

五目まぜご飯

♥ 黄金ガレイのカレーソース
魚を2つ折りにして小麦粉を薄くまぶし、フライパンに
油を熱してしめじとともに焼き、しめじは器に盛る。1

1の器にじゃがいも・リーフレタス・2を盛り、調味ベースＡをかける。3

1のフライパンにバターを入れて溶かし、魚にかけながら
焼き、香りをつける。2

大12人用 大24人用大1・1/23人用油

大12人用 大24人用大1・1/23人用バター

♣ 寄せ蒸し
フライパンに白菜・人参・えのき茸・長ねぎ・牛肉・水菜を並べ入れる。1
1に水を回しかけ、塩・こしょう各少々をふって蓋をし、弱火で蒸す。2

大22人用 大44人用大33人用水

器に2を盛り、ぽん酢を添える。3寄せ蒸し
豆腐を足して甘辛く煮込むと
「すき煮風」に！

アレンジメニュー

♥ 五目まぜご飯
鍋に調味ベースＡ・油揚げ・しいたけ・人参・ごぼう・
枝豆を入れて煮立て、弱火にして時々混ぜながら
汁気が少なくなるまで煮る。

1

ご飯に1を入れて混ぜ合わせる。2
400g2人用 800g4人用600g3人用ご飯

※1人分茶碗1杯強

木

黄金ガレイのカレーソース2/14 水
【消費期限 ： 2/15（木）】

五目まぜご飯2/15
【消費期限 ： 2/16（金）】

◎写真はすべてイメージです。 16
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熱 量

kcal
719

豚肉のパン粉焼き
パン粉をつけずに、小麦粉・溶き
卵をつけて
「ピカタ」に
しても…。

アレンジメニュー

下準備 → ♣ → ♥

♥ブロッコリー ： 水洗いして食べや
すく切り、塩ゆでする

♥キャベツ ： 水にさらして水気をきる
♥豚肉 ： 筋を切り、たたいて塩・
　こしょう各少々をふる

作り方ご用意いただくもの
塩・こしょう・小麦粉・パン粉・
油・コンソメスープ・しょうゆ

ー下準備ー ♥ 豚肉のパン粉焼き
豚肉に小麦粉・溶いた卵・パン粉の順に衣をつける。
パン粉をまぶす時は、軽く押さえてなじませましょう。1

小鍋に調味ベースＡを入れてひと煮立ちさせる。3

フライパンに半量の油を熱して1を中火で焼き、
焼き色がついたら裏返して残りの油を足し、火が
通るまで焼く。

2

器にキャベツ・ブロッコリー・ミニトマト・食べやすく切った2を盛り、3を
添える。

4

♣ 野菜スープ
鍋に㋐を入れて煮立て、ベーコン・玉ねぎ・人参・白菜を加えて弱火で
柔らかくなるまで煮、塩・こしょう各少々で調味する。

1

大32人用 大64人用大4・1/23人用油

2人用 3人用 4人用材  料

200ｇ 300ｇ 400ｇクッキングキット ・・
［ベーコン・玉ねぎ・人参・白菜］

アレルゲン／卵、乳成分！
♣野菜スープ

2枚
1ケ
116ｇ

2ケ

3枚
1・1/2ケ
174ｇ

3ケ

4枚
2ケ
232ｇ

4ケ

豚ロース肉 ・・・・・・・
卵 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
クッキングキット ・・
［キャベツ・ブロッコリー］
ミニトマト ・・・・・・・・・
調味ベースＡ

♥
アレルゲン／卵、乳成分、小麦！

豚肉のパン粉焼き

440ｍｌ2人用 880ｍｌ4人用660ｍｌ3人用     コンソメスープ
小2/32人用 小1・1/34人用小13人用     しょうゆ㋐

週末プラス 対象
メニュー

栄養成分値
（1食あたり）

熱量 719kcal　たんぱく質 28.8g　脂質 52.8g　
炭水化物 28.7g　カルシウム 103mg　食塩相当量 3.7g2/16 金

【消費期限 ： 2/17（土）】
豚肉のパン粉焼き

17 ◎写真はすべてイメージです。

オ
ト
ナ 

コ
ー
ス


	29_47.48号_P15
	29_47.48号_P16
	29_47.48号_P17



