
＊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
11/2（月） 11/3（火） 11/4（水） 11/5（木） 11/6（金）

メルルーサの
みりん風味焼き

ロールキャベツの
ホワイトソース煮

　　  さんま竜田の
　　  甘酢あん 牛肉とじゃが芋の炒め物 アジのメンチカツ

(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)

鶏とごぼうの炒め物 エビ寄せフライ 豚肉と野菜のピリ辛炒め 海鮮しゅうまい 肉詰めいなり煮
(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、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、えび、かにを含みます) (原材料の一部に卵、小麦を含みます)

竹輪と小松菜のカレー炒め にらと玉子の炒め物 チンゲン菜のバター醤油炒め ピーマンとちりめんの煮物 ほうれん草の玉子とじ
(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、えびを含みます) (原材料の一部に卵、乳成分、小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に卵、小麦を含みます)

ポテトのオーロラソース和え 油揚げの味噌炒め 里芋の青さ風味 根菜のうま塩炒め ナスの和風あん
(原材料の一部に卵を含みます) (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)

春雨サラダ（しそ風味） カニカマと玉葱の
中華風酢の物 マカロニサラダ うの花サラダ 玉葱入り

コールスローサラダ
(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、小麦を含みます) (原材料の一部に卵、小麦を含みます) (原材料の一部に卵を含みます)

金時豆 いんげんのごま和え さくら漬け 大根漬け 葉大根のおかか和え
(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)

＊甘味料（カンゾウ）使用 ＊増粘剤（サイリウムシードガム）、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 ＊増粘剤（カラギナン）使用

熱量………………………………… 306…kcal
たんぱく質…………………………… 21.8…ｇ
脂質……………………………………… 9.9…ｇ
炭水化物……………………………… 32.4…ｇ
ナトリウム………………………… 1,074…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (2.7…ｇ)

熱量………………………………… 372…kcal
たんぱく質…………………………… 17.1…ｇ
脂質…………………………………… 20.2…ｇ
炭水化物……………………………… 30.0…ｇ
ナトリウム………………………… 1,205…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (3.1…ｇ)

熱量………………………………… 385…kcal
たんぱく質…………………………… 15.0…ｇ
脂質…………………………………… 21.3…ｇ
炭水化物……………………………… 33.3…ｇ
ナトリウム………………………… 1,319…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (3.4…ｇ)

熱量………………………………… 457…kcal
たんぱく質…………………………… 12.6…ｇ
脂質…………………………………… 28.0…ｇ
炭水化物……………………………… 38.0…ｇ
ナトリウム………………………… 1,313…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (3.3…ｇ)

熱量………………………………… 393…kcal
たんぱく質…………………………… 14.6…ｇ
脂質…………………………………… 25.2…ｇ
炭水化物……………………………… 26.8…ｇ
ナトリウム…………………………… 941…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (2.4…ｇ)

11/2（月） 11/3（火） 11/4（水） 11/5（木） 11/6（金）
ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 赤飯

メルルーサのみりん風味焼き ロールキャベツの
ホワイトソース煮

　　  さんま竜田の
　　  甘酢あん 牛肉とじゃが芋の炒め物 アジのメンチカツ

(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)

竹輪と小松菜のカレー炒め にらと玉子の炒め物 チンゲン菜のバター醤油炒め ピーマンとちりめんの煮物 ほうれん草の玉子とじ
(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、えびを含みます) (原材料の一部に卵、乳成分、小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に卵、小麦を含みます)

ポテトのオーロラソース和え 油揚げの味噌炒め 里芋の青さ風味 根菜のうま塩炒め ナスの和風あん
(原材料の一部に卵を含みます) (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)

春雨サラダ（しそ風味） カニカマと玉葱の
中華風酢の物 マカロニサラダ うの花サラダ 玉葱入りコールスローサラダ

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

金時豆 いんげんのごま和え さくら漬け 大根漬け 葉大根のおかか和え
(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)

＊甘味料（カンゾウ）使用 ＊増粘剤（サイリウムシードガム）、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 ＊増粘剤（カラギナン）使用

熱量………………………………… 439…kcal
たんぱく質…………………………… 18.5…ｇ
脂質……………………………………… 5.5…ｇ
炭水化物……………………………… 76.4…ｇ
ナトリウム…………………………… 726…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (1.8…ｇ)

熱量………………………………… 453…kcal
たんぱく質…………………………… 13.1…ｇ
脂質…………………………………… 11.9…ｇ
炭水化物……………………………… 70.5…ｇ
ナトリウム…………………………… 837…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (2.1…ｇ)

熱量………………………………… 503…kcal
たんぱく質…………………………… 13.6…ｇ
脂質…………………………………… 16.1…ｇ
炭水化物……………………………… 73.2…ｇ
ナトリウム…………………………… 753…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (1.9…ｇ)

熱量………………………………… 551…kcal
たんぱく質…………………………… 12.4…ｇ
脂質…………………………………… 20.6…ｇ
炭水化物……………………………… 75.8…ｇ
ナトリウム…………………………… 888…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (2.3…ｇ)

熱量………………………………… 518…kcal
たんぱく質…………………………… 14.8…ｇ
脂質…………………………………… 18.5…ｇ
炭水化物……………………………… 72.9…ｇ
ナトリウム…………………………… 954…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (2.4…ｇ)

11/2（月） 11/3（火） 11/4（水） 11/5（木） 11/6（金）
豚肉と野菜の柚子味噌炒め 　　  エビカツ

　　  （タルタルソース付） メルルーサの照り焼き フライドチキン ビビンバ風炒め物
(原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に卵、乳成分、小麦、えびを含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に乳成分、小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます)

焼き栗コロッケ 鶏と野菜の炒め物 肉団子の甘酢あん 魚肉ソーセージの玉子とじ タラのフライ
(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、小麦を含みます) (原材料の一部に卵、小麦を含みます)

小松菜とウインナーの
炒め物 スクランブルエッグ もやしとツナの炒め物 しろ菜の煮びたし 春雨の塩炒め

(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)

ツナコーンサラダ ほうれん草とえのきの
おひたし キャベツのごまマヨ和え れんこんサラダ 大根と海藻の香味サラダ

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

＊増粘剤（サイリウムシードガム）使用

熱量………………………………… 482…kcal
たんぱく質…………………………… 18.3…ｇ
脂質…………………………………… 30.2…ｇ
炭水化物……………………………… 34.1…ｇ
ナトリウム…………………………… 975…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (2.5…ｇ)

熱量………………………………… 426…kcal
たんぱく質…………………………… 19.0…ｇ
脂質…………………………………… 25.3…ｇ
炭水化物……………………………… 30.0…ｇ
ナトリウム………………………… 1,147…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (2.9…ｇ)

熱量………………………………… 435…kcal
たんぱく質…………………………… 23.9…ｇ
脂質…………………………………… 23.6…ｇ
炭水化物……………………………… 31.2…ｇ
ナトリウム………………………… 1,315…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (3.3…ｇ)

熱量………………………………… 455…kcal
たんぱく質…………………………… 22.1…ｇ
脂質…………………………………… 24.9…ｇ
炭水化物……………………………… 35.4…ｇ
ナトリウム………………………… 1,455…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (3.7…ｇ)

熱量………………………………… 411…kcal
たんぱく質…………………………… 15.5…ｇ
脂質…………………………………… 30.0…ｇ
炭水化物……………………………… 19.5…ｇ
ナトリウム…………………………… 949…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (2.4…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）。
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11月2日（月）

▲

11月6日（金）

メインメニュー セットメニュー

11/2（月） 11/3（火） 11/4（水） 11/5（木） 11/6（金）
　　  プルコギ風
　　  牛肉の炒め物 八宝菜 豚肉のポン酢たれ ホキの香草焼き タンドリーチキン
(原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に小麦、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)

いわしつみれと
野菜の煮物 すき焼き風フライ フィッシュカツ ユーリンチー エビと野菜の味噌マヨソース
(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) (原材料の一部に卵、乳成分、小麦、えびを含みます)

野菜入り洋風玉子焼き キャベツと蒸し鶏の
塩だれ和え

くわいの
たらこバター醤油炒め けんちん煮 ほうれん草の玉子とじ

(原材料の一部に卵を含みます) (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) (原材料の一部に卵、小麦を含みます)

れんこんのおかか和え にらと玉子の炒め物 糸昆布の煮物 ヤングコーンの甘酢炒め ブロッコリーのクリーム煮
(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)

小松菜とウインナーの
炒め物 チンゲン菜と竹輪の和え物 小松菜とツナの

レモン風味炒め ピーマンとちりめんの煮物 山菜と油揚げの煮物
(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)

しんじょうの煮物 油揚げの味噌炒め もやしとコーンの炒め物 玉葱と竹輪のソース炒め 平春雨の炒め物
(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) (原材料の一部に卵、乳成分、小麦を含みます)

カリフラワーの柚子風味和え 紅あずまのサラダ キャベツのごまマヨ和え れんこんサラダ 筍と海藻の和え物
(原材料の一部に卵、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) (原材料の一部に小麦を含みます)

黒豆 大根漬け きゅうり漬け 葉大根のおかか和え もやしの赤しそ和え
(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) (原材料の一部に小麦を含みます)

＊発色剤（亜硝酸Ｎａ）使用 ＊増粘剤（サイリウムシードガム）使用 ＊甘味料（アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、カンゾウ）使用 ＊増粘剤（カラギナン）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）使用

熱量………………………………… 448…kcal
たんぱく質…………………………… 19.3…ｇ
脂質…………………………………… 25.5…ｇ
炭水化物……………………………… 35.4…ｇ
ナトリウム………………………… 1,337…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (3.4…ｇ)

熱量………………………………… 496…kcal
たんぱく質…………………………… 20.1…ｇ
脂質…………………………………… 24.7…ｇ
炭水化物……………………………… 48.3…ｇ
ナトリウム………………………… 1,528…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (3.9…ｇ)

熱量………………………………… 516…kcal
たんぱく質…………………………… 21.5…ｇ
脂質…………………………………… 34.2…ｇ
炭水化物……………………………… 30.4…ｇ
ナトリウム………………………… 1,264…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (3.2…ｇ)

熱量………………………………… 440…kcal
たんぱく質…………………………… 26.3…ｇ
脂質…………………………………… 21.8…ｇ
炭水化物……………………………… 34.7…ｇ
ナトリウム………………………… 1,445…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (3.7…ｇ)

熱量………………………………… 450…kcal
たんぱく質…………………………… 25.3…ｇ
脂質…………………………………… 29.0…ｇ
炭水化物……………………………… 21.6…ｇ
ナトリウム………………………… 1,320…mg
食塩相当量（塩分）…………………… (3.4…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｡

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●月●回

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。

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。

◆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）

2020年11月1回

いかとたっぷり野菜の炒め煮 豚肉と厚揚げの白味噌煮 鰆（サワラ）とあさりのうま塩あんかけ

いかとたっぷり野菜の炒め煮・茄子の白味噌チーズがけ・
シェルマカロニのクリームソース和え・
雑穀とひじきの白和え・鶏ほぐしと小松菜の柚子胡椒和え

豚肉と厚揚げの白味噌煮・小海老のビーフン・
野菜の土佐煮・コーンとポテトのクリーム仕立て・
木耳と赤ピーマンの胡麻和え

鰆（サワラ）とあさりのうま塩あんかけ・
鶏肉の山椒煮・コーンとキャベツの甘醤油煮・
春雨サラダ・南瓜と薩摩芋の甘煮

アレルゲン〔卵・乳・小麦〕
２１３ｋｃａｌ、食塩相当量：１．７ｇ。
増粘安定剤・カラギナン、甘味料・カンゾウ、発色剤・亜硝酸Ｎａ使用。

アレルゲン〔卵・乳・小麦・えび〕
１９１ｋｃａｌ、食塩相当量：２．０ｇ。
甘味料・カンゾウ使用。

アレルゲン〔乳・小麦〕
２１７ｋｃａｌ、食塩相当量：１．５ｇ。
甘味料・カンゾウ使用。

鶏めし 深川めし

鶏めし・牛バラ焼き・たけのこ和風ソテー・
もやしとわかめの酢の物

深川めし・山形いも煮風・
小松菜とほうれん草の煮びたし

アレルゲン〔乳・小麦〕
４１６ｋｃａｌ、食塩相当量：２．７ｇ。

アレルゲン〔乳・小麦〕
３４２ｋｃａｌ、食塩相当量：２．６ｇ。


