
＊メインメニューは週3日以上からのご利用となります。舞菜（まいさい） 献立表
7/6（月） 7/7（火） 7/8（水） 7/9（木） 7/10（金）

豚肉と玉葱の炒め物   　　ミックスフライ
　　  （ソース付） 鶏のから揚げ さばの生姜だれ 牛肉とエリンギの炒め物

(原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に卵、小麦、えびを含みます) (原材料の一部に卵、小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます)

絹ごし揚げ煮（お好み風） 豚肉のケチャップ炒め ハモのしんじょう煮 鶏と野菜の炒め物 フィッシュカツ
(原材料の一部に卵、小麦、えびを含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に卵、小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に卵、小麦を含みます)

ほうれん草となめこの
おひたし スクランブルエッグ くわいのたらこ

バター醤油炒め チンゲン菜と竹輪の和え物 もやしとツナの炒め物
(原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に卵、小麦を含みます) (原材料の一部に乳成分、小麦を含みます) (原材料の一部に卵、小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます)

マーボー春雨 カリフラワーの
柚子胡椒和え 人参とピーマンの甘辛炒め 根菜の甘酢炒め ひじき煮

(原材料の一部に乳成分、小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます)

れんこんサラダ 小松菜の辛子和え 玉葱と枝豆の中華風酢の物 さつま芋の甘煮
（レモン風味）

カリフラワーと玉子の
サラダ

(原材料の一部に卵、乳成分、小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に卵、小麦、かにを含みます) (原材料の一部に卵を含みます)

うぐいす豆 しそ昆布 きゅうり漬け いんげんのごま和え 葉大根のおかか和え
(原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に乳成分、小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます)

＊甘味料（カンゾウ）使用 ＊着色料（ラック）使用 ＊甘味料（アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物）使用

熱量………………………………… 364…kcal
たんぱく質…………………………… 17.5…ｇ
脂質…………………………………… 22.2…ｇ
炭水化物……………………………… 23.5…ｇ
ナトリウム…………………………… 988…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (2.5…ｇ)

熱量………………………………… 430…kcal
たんぱく質…………………………… 17.0…ｇ
脂質…………………………………… 24.9…ｇ
炭水化物……………………………… 34.0…ｇ
ナトリウム………………………… 1,404…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (3.6…ｇ)

熱量………………………………… 398…kcal
たんぱく質…………………………… 19.0…ｇ
脂質…………………………………… 23.6…ｇ
炭水化物……………………………… 26.7…ｇ
ナトリウム………………………… 1,472…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (3.7…ｇ)

熱量………………………………… 404…kcal
たんぱく質…………………………… 19.8…ｇ
脂質…………………………………… 24.3…ｇ
炭水化物……………………………… 24.0…ｇ
ナトリウム…………………………… 948…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (2.4…ｇ)

熱量………………………………… 394…kcal
たんぱく質…………………………… 14.8…ｇ
脂質…………………………………… 24.2…ｇ
炭水化物……………………………… 29.0…ｇ
ナトリウム………………………… 1,415…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (3.6…ｇ)

7/6（月） 7/7（火） 7/8（水） 7/9（木） 7/10（金）
ご飯 ご飯 ご飯 五目ご飯 ご飯

(原材料の一部に小麦を含みます)

豚肉と玉葱の炒め物 　　  ミックスフライ
  　　（ソース付） 鶏のから揚げ さばの生姜だれ 牛肉とエリンギの炒め物

(原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に卵、小麦、えびを含みます) (原材料の一部に卵、小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます)

ほうれん草となめこの
おひたし スクランブルエッグ くわいのたらこ

バター醤油炒め チンゲン菜と竹輪の和え物 もやしとツナの炒め物
(原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に卵、小麦を含みます) (原材料の一部に乳成分、小麦を含みます) (原材料の一部に卵、小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます)

マーボー春雨 カリフラワーの
柚子胡椒和え 人参とピーマンの甘辛炒め 根菜の甘酢炒め ひじき煮

(原材料の一部に乳成分、小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます)

れんこんサラダ 小松菜の辛子和え 玉葱と枝豆の中華風酢の物 さつま芋の甘煮
（レモン風味）

カリフラワーと玉子の
サラダ

(原材料の一部に卵、乳成分、小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に卵、小麦、かにを含みます) (原材料の一部に卵を含みます)

うぐいす豆 しそ昆布 きゅうり漬け いんげんのごま和え 葉大根のおかか和え
(原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に乳成分、小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます)

＊着色料（ラック）使用 ＊甘味料（アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物）使用

熱量………………………………… 512…kcal
たんぱく質…………………………… 15.7…ｇ
脂質…………………………………… 16.5…ｇ
炭水化物……………………………… 72.7…ｇ
ナトリウム…………………………… 676…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (1.7…ｇ)

熱量………………………………… 486…kcal
たんぱく質…………………………… 12.0…ｇ
脂質…………………………………… 12.3…ｇ
炭水化物……………………………… 78.9…ｇ
ナトリウム………………………… 1,019…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (2.6…ｇ)

熱量………………………………… 495…kcal
たんぱく質…………………………… 16.1…ｇ
脂質…………………………………… 14.2…ｇ
炭水化物……………………………… 73.0…ｇ
ナトリウム………………………… 1,009…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (2.6…ｇ)

熱量………………………………… 527…kcal
たんぱく質…………………………… 18.4…ｇ
脂質…………………………………… 19.6…ｇ
炭水化物……………………………… 66.9…ｇ
ナトリウム…………………………… 910…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (2.3…ｇ)

熱量………………………………… 473…kcal
たんぱく質…………………………… 12.7…ｇ
脂質…………………………………… 15.0…ｇ
炭水化物……………………………… 69.4…ｇ
ナトリウム…………………………… 992…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (2.5…ｇ)

7/6（月） 7/7（火） 7/8（水） 7/9（木） 7/10（金）
メンチカツ（ソース付） ビビンバ風炒め物 　　  アジのみりん風味焼き フライドチキン 豆腐ハンバーグ

照り焼きソース
(原材料の一部に卵、乳成分、小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に乳成分、小麦を含みます) (原材料の一部に乳成分、小麦を含みます)

      　　山形いも煮風 海鮮しゅうまい 鶏のチリコンカン風炒め物 ひろうすの煮物 さばの竜田揚げ
(原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に卵、小麦、えび、かにを含みます) (原材料の一部に卵、小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます)

ほうれん草と油揚げの
おひたし 人参とひき肉の炒め物 チンゲン菜のバター醤油炒め にらと玉子の炒め物 ごぼうのおかか煮
(原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に卵、乳成分、小麦を含みます) (原材料の一部に卵、小麦、えびを含みます) (原材料の一部に小麦を含みます)

ひじきとくわいのサラダ きゅうりとツナのサラダ もやしと根菜のサラダ 玉葱入りコールスローサラダ かぼちゃサラダ
(原材料の一部に卵、小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に卵を含みます) (原材料の一部に卵、乳成分、小麦を含みます)

＊甘味料（カンゾウ）、増粘剤（カラギナン）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）使用

熱量………………………………… 481…kcal
たんぱく質…………………………… 14.9…ｇ
脂質…………………………………… 32.9…ｇ
炭水化物……………………………… 31.5…ｇ
ナトリウム………………………… 1,004…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (2.6…ｇ)

熱量………………………………… 404…kcal
たんぱく質…………………………… 15.8…ｇ
脂質…………………………………… 27.2…ｇ
炭水化物……………………………… 23.9…ｇ
ナトリウム………………………… 1,058…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (2.7…ｇ)

熱量………………………………… 343…kcal
たんぱく質…………………………… 22.7…ｇ
脂質…………………………………… 16.5…ｇ
炭水化物……………………………… 24.6…ｇ
ナトリウム…………………………… 757…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (1.9…ｇ)

熱量………………………………… 487…kcal
たんぱく質…………………………… 23.2…ｇ
脂質…………………………………… 29.1…ｇ
炭水化物……………………………… 32.9…ｇ
ナトリウム………………………… 1,226…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (3.1…ｇ)

熱量………………………………… 405…kcal
たんぱく質…………………………… 13.5…ｇ
脂質…………………………………… 22.0…ｇ
炭水化物……………………………… 37.7…ｇ
ナトリウム………………………… 1,140…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (2.9…ｇ)

本
体580円
（税

込626.4円）

本
体535円
（税

込577.8円）

本
体625円
（税
込675円）

＊ご飯の量は約150gです。白米：国産（宮城県産）。

ご当地
山形

今週の
おすすめ

今週の
おすすめ

今週の
おすすめ
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7月6日（月）

▲

7月10日（金）

メインメニュー セットメニュー

7/6（月） 7/7（火） 7/8（水） 7/9（木） 7/10（金）
アジのメンチカツ 　　  牛すき煮 白身魚のパン粉焼き チキンのトマトクリームソース イカ天甘酢あんかけ
(原材料の一部に卵、乳成分、小麦を含みます) (原材料の一部に卵、乳成分、小麦を含みます) (原材料の一部に卵、乳成分、小麦を含みます) (原材料の一部に卵、乳成分、小麦を含みます) (原材料の一部に卵、小麦を含みます)

焼き餃子（ニンニク抜き） ナスとさつま揚げの味噌炒め 豚肉とれんこんの炒め物 エビと野菜の中華炒め 牛肉と野菜の玉子とじ
(原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に卵、小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に卵、小麦、えびを含みます) (原材料の一部に卵、小麦を含みます)

高野豆腐と野菜の煮しめ 星型コロッケ 魚肉ソーセージと玉子の
マヨ炒め ゴーヤチャンプル チンゲン菜と蒸し鶏の炒め物

(原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に卵、小麦を含みます) (原材料の一部に卵、小麦を含みます) (原材料の一部に乳成分、小麦を含みます)

ヤングコーンの甘酢炒め カリフラワーの
明太ソース和え

ほうれん草とえのきの
おひたし 里芋の甘辛和え 糸こんにゃくと野菜の炒め物

(原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に卵、小麦、かにを含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に卵、乳成分を含みます)

チンゲン菜の錦糸和え 小松菜の煮びたし 切干大根煮 ミックス野菜の炒め物 おくらのごま和え
(原材料の一部に卵、小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に乳成分を含みます) (原材料の一部に乳成分、小麦を含みます)

れんこん金平 人参とひき肉の炒め物 いんげんとちりめんの炒め煮 油揚げの味噌炒め もやしとコーンの炒め物
(原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます)

キャベツのごまマヨ和え きゅうりとツナのサラダ 玉葱と枝豆の中華風酢の物 春雨サラダ（しそ風味） ひじきとくわいのサラダ
(原材料の一部に卵、小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に卵、小麦、かにを含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に卵、小麦を含みます)

さつま芋の甘煮 もずくの酢の物 小松菜の辛子和え しば漬け 葉大根のおかか和え
(原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます)

＊増粘剤（カラギナン）、甘味料（アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物）使用 ＊着色料（ラック）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）使用 ＊甘味料（カンゾウ）、着色料（ラック）使用 ＊増粘剤（カラギナン）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）使用

熱量………………………………… 468…kcal
たんぱく質…………………………… 14.6…ｇ
脂質…………………………………… 24.8…ｇ
炭水化物……………………………… 46.8…ｇ
ナトリウム………………………… 1,144…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (2.9…ｇ)

熱量………………………………… 504…kcal
たんぱく質…………………………… 14.8…ｇ
脂質…………………………………… 34.4…ｇ
炭水化物……………………………… 33.7…ｇ
ナトリウム…………………………… 942…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (2.4…ｇ)

熱量………………………………… 461…kcal
たんぱく質…………………………… 23.6…ｇ
脂質…………………………………… 27.4…ｇ
炭水化物……………………………… 29.5…ｇ
ナトリウム………………………… 1,298…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (3.3…ｇ)

熱量………………………………… 488…kcal
たんぱく質…………………………… 31.2…ｇ
脂質…………………………………… 27.5…ｇ
炭水化物……………………………… 28.6…ｇ
ナトリウム………………………… 1,739…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (4.4…ｇ)

熱量………………………………… 437…kcal
たんぱく質…………………………… 22.6…ｇ
脂質…………………………………… 25.6…ｇ
炭水化物……………………………… 28.9…ｇ
ナトリウム………………………… 1,480…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (3.8…ｇ)

本
体690円
（税

込745.2円）

今週の
おすすめ

電子レンジ温め時間の目安

出 力 弁 当 おかず・御膳 冷凍おかず

500W 2分 1分30秒〜2分 4分

700W 1分 1分〜1分30秒 3分30秒

機種・商品により温め時間は異なります。
電子レンジ以外では温めないでください。変形の恐れがあります。

お届け後は冷蔵庫で保管し、
配達日当日午後10時までにお召し上がりください｡

セットメニュー（登録商品）
＊セットメニューは、メインメニューのご利用のある曜日にのみお届けできます。

0120-025-261

クルココールセンター 　～　  午前９時～午後５時月 金

翌週配達商品の注文変更や休止は、
毎週火曜日午後５時までにご連絡ください。

メ イ ンメニュー・セ ッ トメニューク ル コ

舞
菜
御
膳

2020年7月2回

牛ごぼうごはん えびめし

牛ごぼうごはん・さば塩焼き・ほうれん草のおひたし・
野菜煮・炒り卵 えびめし・筑前煮・ほうれん草と人参のお浸し

アレルゲン〔卵・乳・小麦〕
４１２ｋｃａｌ、食塩相当量：１．５ｇ。

アレルゲン〔卵・乳・小麦・えび〕
３７４ｋｃａｌ、食塩相当量：２．５ｇ。

◆冷凍弁当２個セット
　（水・木曜日お届け）

本
体996円

（税
込1,075.68円）

豚肉と玉葱のふんわり卵とじ 鮭（サケ）とさつま揚げの香味ソースがけ スープカレー

豚肉と玉葱のふんわり卵とじ・さんまの山椒焼き・
ツナポテト・小松菜と豆もやしの和え物・
えのきのたらこ和え

鮭（サケ）とさつま揚げの香味ソースがけ・
牛肉と牛蒡の炒め煮・茄子と蒸し鶏の土佐煮・
京揚げ入りひじき・青豆の甘煮

スープカレー・鱈のムニエル・蒟蒻のそぼろ煮・
茄子の煮びたし・里芋の甘煮

アレルゲン〔卵・乳・小麦〕
２０５ｋｃａｌ、食塩相当量：１．９ｇ。
甘味料・カンゾウ、ステビア、発色剤・亜硝酸Ｎａ使用。

アレルゲン〔卵・乳・小麦〕
２２８ｋｃａｌ、食塩相当量：１．９ｇ。
甘味料・カンゾウ使用。

アレルゲン〔乳・小麦〕
２４８ｋｃａｌ、食塩相当量：１．６ｇ。

本
体1,550円
（税
込1,674円）

◆冷凍おかず3個セット（1食あたり食塩相当量平均2g以下）
　（水・木曜日お届け）＊冷凍おかずの食塩相当量は平均で1食あたり2g以下となるようにメニューを組み合わせています。


