
＊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
3/21（月） 3/22（火） 3/23（水） 3/24（木） 3/25（金）

天ぷら（天つゆ付）   　　チキンの
　　  トマトクリームソース さわらのごま醤油焼き 根菜入りつくねハンバーグ 白身魚のチリ風味

(原材料の一部に小麦、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、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)

ひろうすの煮物 エビと玉子の中華炒め 牛肉コロッケ カニ入り信田巻煮 牛肉と野菜の炒め物
(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) (原材料の一部に卵、小麦、かにを含みます) (原材料の一部に小麦を含みます)

ブロッコリーとウインナーの
炒め物 チンゲン菜と蒲鉾の煮物 人参とベーコンの洋風炒め ほうれん草とエリンギの

炒め物
いんげんとちりめんの
炒め煮

(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)

糸こんにゃくのたらこ炒め 切干大根煮 竹輪と小松菜のカレー炒め 玉子焼 カリフラワーの柚子胡椒和え
(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) (原材料の一部に小麦を含みます)

千切りポテトサラダ 細切りごぼうサラダ きゅうりとわかめの酢の物 紅あずまのサラダ ツナコーンサラダ
(原材料の一部に卵、乳成分、小麦を含みます) (原材料の一部に卵、乳成分、小麦を含みます) (原材料の一部に卵を含みます)

高菜漬け 生姜昆布 もやしの赤しそ和え 黒豆 大根漬け
(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)

＊増粘剤（カラギナン）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）使用 ＊甘味料（カンゾウ）使用

熱量………………………………… 455…kcal
たんぱく質…………………………… 12.5…ｇ
脂質…………………………………… 31.8…ｇ
炭水化物……………………………… 29.7…ｇ
食塩相当量……………………………… 2.2…ｇ

熱量………………………………… 416…kcal
たんぱく質…………………………… 21.0…ｇ
脂質…………………………………… 22.6…ｇ
炭水化物……………………………… 32.3…ｇ
食塩相当量……………………………… 3.9…ｇ

熱量………………………………… 395…kcal
たんぱく質…………………………… 19.1…ｇ
脂質…………………………………… 23.9…ｇ
炭水化物……………………………… 25.4…ｇ
食塩相当量……………………………… 2.6…ｇ

熱量………………………………… 320…kcal
たんぱく質…………………………… 15.6…ｇ
脂質…………………………………… 12.3…ｇ
炭水化物……………………………… 35.7…ｇ
食塩相当量……………………………… 2.4…ｇ

熱量………………………………… 352…kcal
たんぱく質…………………………… 18.9…ｇ
脂質…………………………………… 20.3…ｇ
炭水化物……………………………… 23.9…ｇ
食塩相当量……………………………… 2.8…ｇ

3/21（月） 3/22（火） 3/23（水） 3/24（木） 3/25（金）
ご飯 ご飯 五目ご飯 ご飯 ご飯

(原材料の一部に小麦を含みます)

天ぷら（天つゆ付）   　　チキンの
　　  トマトクリームソース さわらのごま醤油焼き 根菜入りつくねハンバーグ 白身魚のチリ風味

(原材料の一部に小麦、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、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)

ブロッコリーとウインナーの
炒め物 チンゲン菜と蒲鉾の煮物 人参とベーコンの洋風炒め ほうれん草とエリンギの

炒め物
いんげんとちりめんの
炒め煮

(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)

糸こんにゃくのたらこ炒め 切干大根煮 竹輪と小松菜のカレー炒め 玉子焼 カリフラワーの柚子胡椒和え
(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) (原材料の一部に小麦を含みます)

千切りポテトサラダ 細切りごぼうサラダ きゅうりとわかめの酢の物 紅あずまのサラダ ツナコーンサラダ
(原材料の一部に卵、乳成分、小麦を含みます) (原材料の一部に卵、乳成分、小麦を含みます) (原材料の一部に卵を含みます)

高菜漬け 生姜昆布 もやしの赤しそ和え 黒豆 大根漬け
(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)

＊増粘剤（カラギナン）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）使用 ＊甘味料（カンゾウ）使用

熱量………………………………… 512…kcal
たんぱく質…………………………… 10.4…ｇ
脂質…………………………………… 20.0…ｇ
炭水化物……………………………… 70.3…ｇ
食塩相当量……………………………… 1.7…ｇ

熱量………………………………… 492…kcal
たんぱく質…………………………… 16.0…ｇ
脂質…………………………………… 13.5…ｇ
炭水化物……………………………… 74.2…ｇ
食塩相当量……………………………… 2.6…ｇ

熱量………………………………… 456…kcal
たんぱく質…………………………… 22.1…ｇ
脂質…………………………………… 13.9…ｇ
炭水化物……………………………… 60.6…ｇ
食塩相当量……………………………… 2.9…ｇ

熱量………………………………… 476…kcal
たんぱく質…………………………… 14.9…ｇ
脂質…………………………………… 10.0…ｇ
炭水化物……………………………… 78.1…ｇ
食塩相当量……………………………… 1.8…ｇ

熱量………………………………… 462…kcal
たんぱく質…………………………… 16.1…ｇ
脂質…………………………………… 12.2…ｇ
炭水化物……………………………… 69.9…ｇ
食塩相当量……………………………… 1.8…ｇ

3/21（月） 3/22（火） 3/23（水） 3/24（木） 3/25（金）
天ぷら（天つゆ付） 豚肉のハヤシソース 鶏すき煮 　　  メンチカツの

  　　甘辛だれ メルルーサのみりん風味焼き
(原材料の一部に小麦、えびを含みます) (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)

  　　    東村山
　　      黒焼きそば チキンナゲット エビ寄せフライ 姫高野の煮物 肉団子のケチャップ和え
(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、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、乳成分、小麦を含みます)

がんもの煮物 ほうれん草ベーコン炒め もやしとにらの炒め物 スクランブルエッグ れんこん金平
(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) (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)

カリフラワーのマリネ ひじきとくわいのサラダ 紅あずまのサラダ キャベツとチーズのサラダ しろ菜とカニカマの
和風マヨ和え

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

＊増粘剤（カラギナン）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）使用 ＊甘味料（カンゾウ）、着色料（ラック）使用

熱量………………………………… 400…kcal
たんぱく質…………………………… 11.1…ｇ
脂質…………………………………… 24.6…ｇ
炭水化物……………………………… 32.9…ｇ
食塩相当量……………………………… 2.1…ｇ

熱量………………………………… 478…kcal
たんぱく質…………………………… 19.7…ｇ
脂質…………………………………… 30.4…ｇ
炭水化物……………………………… 31.2…ｇ
食塩相当量……………………………… 2.8…ｇ

熱量………………………………… 369…kcal
たんぱく質…………………………… 17.5…ｇ
脂質…………………………………… 20.6…ｇ
炭水化物……………………………… 27.7…ｇ
食塩相当量……………………………… 1.6…ｇ

熱量………………………………… 511…kcal
たんぱく質…………………………… 16.6…ｇ
脂質…………………………………… 33.3…ｇ
炭水化物……………………………… 35.9…ｇ
食塩相当量……………………………… 2.3…ｇ

熱量………………………………… 362…kcal
たんぱく質…………………………… 22.2…ｇ
脂質…………………………………… 15.9…ｇ
炭水化物……………………………… 32.4…ｇ
食塩相当量……………………………… 2.3…ｇ

＊ご飯の量は約150gです。白米：国産（宮城県産）。

ご当地
東京

今週の
おすすめ

今週の
おすすめ

今週の
おすすめ

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）
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3月21日（月）

▲

3月25日（金）

メインメニュー セットメニュー

2022年3月4回

3/21（月） 3/22（火） 3/23（水） 3/24（木） 3/25（金）
牛肉とチンゲン菜の炒め物 　　  ホキの

  　　菜種あんかけ 鶏の照り焼き さわらの香草焼き 豚肉とごぼうの中華味噌炒め
(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) (原材料の一部に乳成分、小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます)

天ぷら（天つゆ付） ハムカツ 海鮮しゅうまい 豚肉とピーマンの甘酢炒め 豆腐ハンバーグ
(原材料の一部に小麦、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) (原材料の一部に卵、小麦、えび、かにを含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に乳成分、小麦を含みます)

あさりと小松菜の煮物 牛肉とれんこんの炒め物 がんもの煮物 牛肉と玉葱の塩炒め 野菜コロッケ
(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) (原材料の一部に乳成分、小麦を含みます)

里芋の青さ風味 小松菜ともやしのおひたし ポテトのレモン風味炒め チンゲン菜の煮びたし 平春雨と野菜の炒め物
(原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に小麦を含みます) (原材料の一部に卵、乳成分を含みます) (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)

しろ菜とツナの中華和え キャベツの煮びたし ほうれん草のごま和え スクランブルエッグ ほうれん草とえのきの
おひたし

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

甘味噌金平ごぼう いんげんとちりめんの炒め煮 くわいのかつお風味 切干大根煮 さつま揚げと野菜の
カレー炒め

(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) (原材料の一部に卵、小麦を含みます)

こんにゃくとわかめの酢の物 紅あずまのサラダ かぼちゃサラダ 平さやいんげんの
ピリ辛マヨ和え

ブロッコリーと
チーズのサラダ

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

桜大根漬け 玉葱ときゅうりの和え物 うぐいす豆 柚子広島菜 葉大根のぽん酢和え
(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)

＊甘味料（ステビア）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）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）使用 ＊着色料（ラック）使用

熱量………………………………… 488…kcal
たんぱく質…………………………… 17.1…ｇ
脂質…………………………………… 30.9…ｇ
炭水化物……………………………… 35.2…ｇ
食塩相当量……………………………… 3.5…ｇ

熱量………………………………… 467…kcal
たんぱく質…………………………… 22.5…ｇ
脂質…………………………………… 23.2…ｇ
炭水化物……………………………… 42.4…ｇ
食塩相当量……………………………… 3.5…ｇ

熱量………………………………… 435…kcal
たんぱく質…………………………… 20.9…ｇ
脂質…………………………………… 22.0…ｇ
炭水化物……………………………… 37.8…ｇ
食塩相当量……………………………… 3.8…ｇ

熱量………………………………… 466…kcal
たんぱく質…………………………… 25.8…ｇ
脂質…………………………………… 27.0…ｇ
炭水化物……………………………… 29.5…ｇ
食塩相当量……………………………… 3.7…ｇ

熱量………………………………… 500…kcal
たんぱく質…………………………… 18.3…ｇ
脂質…………………………………… 27.1…ｇ
炭水化物……………………………… 45.3…ｇ
食塩相当量……………………………… 3.5…ｇ

今週の
おすすめ

本
体690円
（税
込745.2円）

メ イ ンメニュー・セ ッ トメニュー新 潟

舞
菜
御
膳

電子レンジ温め時間の目安（500W）
舞菜（弁当・おかず・御膳・しっかりおかず） 冷凍おかず

1分30秒〜2分 4分

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。

◆日替わりサンドイッチ 全品１パック 本
体250円
（税

込270円）

◆冷凍おかず2個セット（1食あたり食塩相当量2g以下）
　（水・木曜日お届け）

本
体1,080円
（税

込1,166.4円）

0120-025-477

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。

　～　  午前９時～午後５時 

野菜たっぷり回鍋肉 鶏肉の豆乳グラタン風
野菜たっぷり回鍋肉・海老と絹揚げの塩あんかけ・
切干大根と昆布の酢の物・さつま芋の胡麻よごし・
鶏ささみと小松菜の柚子胡椒風味

鶏肉の豆乳グラタン風・揚げ出し豆腐・チリビーンズ・
ブロッコリーのベーコンあん・クルミの甘露煮

アレルゲン〔乳・小麦・えび〕
256kｃａｌ、食塩相当量1.8ｇ。

アレルゲン〔乳・小麦〕
334kｃａｌ、食塩相当量1.4ｇ。
亜硝酸Ｎａ使用。

3/21 （月） 3/22 （火） 3/23 （水） 3/24 （木） 3/25 （金）

たまごサンド 具材たっぷり
ポテトサラダサンド ジューシーハムマヨサンド ヨーグルトホイップサンド

（ブルーベリー） たまご焼きハムサンド

アレルゲン〔卵・乳・小麦〕
４１１ｋｃａｌ、食塩相当量：２．２ｇ

アレルゲン〔卵・乳・小麦〕
３７９ｋｃａｌ、食塩相当量：２．２ｇ
カラギナン、亜硝酸Na使用。

アレルゲン〔卵・乳・小麦〕
２８６ｋｃａｌ、食塩相当量：２．４ｇ
カラギナン、亜硝酸Na使用。

アレルゲン〔乳・小麦〕
２６９ｋｃａｌ、食塩相当量：０．７ｇ
カラギナン使用。

アレルゲン〔卵・乳・小麦〕
３６５ｋｃａｌ、食塩相当量：２．３ｇ
カラギナン、亜硝酸Na使用。

A週


