
(有)食のコンサルタントブーケ

　 2021年6月1日(火) 2021年6月2日(水) 2021年6月3日(木) 2021年6月4日(金) 2021年6月5日(土)

昼食 ホイコーロー 魚粕醤油漬け焼き すき焼き風 魚唐揚げ マーボー豆腐

マカロニサラダ 塩昆布和え ポテトサラダ じゃがいもてり煮 長ひじき炒り煮

青菜の切干和え 春雨ピリ辛炒め もやしの辛子和え ﾌﾞﾛｯｺﾘｰﾋﾟｰﾅｯﾂ和え キャベツサラダ

人参ごまあえ 南瓜ごま煮 青菜ごま和え ゆかり和え ちくわの炒り煮

ふわふわ豆腐

ｴﾈﾙｷﾞｰ 303kcal 261kcal 288kcal 282kcal 240kcal

食塩 2.3g 2.5g 2.4g 2.5g 2.7g

夕食 魚ごま照り焼き 鶏肉の八角煮 鮭のカレーマヨ焼き 豚肉生姜焼き いかケチャップ煮

キャベツ酢味噌 もやし炒め物 和風ラタトゥィユ 炒り豆腐 牛蒡水菜のサラダ

チャンプルー ごぼうごま煮 春雨中華サラダ なすのごまあえ じゃが芋のソテー

味噌味きんぴら キャベツ和え 南瓜黒糖煮 トマト酢の物 冷奴

塩麹漬け 大根しょうゆ漬け

ｴﾈﾙｷﾞｰ 228kcal 257kcal 274kcal 273kcal 231kcal

食塩 2.7g 2.3g 2.2g 2.8g 2.6g

　 2021年6月7日(月) 2021年6月8日(火) 2021年6月9日(水) 2021年6月10日(木) 2021年6月11日(金) 2021年6月12日(土)

昼食 豚肉の香味焼き イカのカレー煮 鶏肉のピリ辛炒め 白身魚フライ 豚肉の生姜焼き カレイ煮つけ

野菜炒め 大豆サラダ 長ひじき炒り煮 根菜炒め煮 キャベツサラダ 野菜マリネ

高野豆腐卵とじ 大根のツナ醤油煮 辛子和え 青菜ごま和え さつま芋のマーマレード煮 ポテトサラダ

大根きんぴら 青梗菜の生姜味噌 じゃが芋甘酢あん 南瓜黒糖煮 きのこ当座煮 ピーナッツ和え

じゃが芋ごま和え

ｴﾈﾙｷﾞｰ 288kcal 309kcal 314kcal 317kcal 299kcal 242kcal

食塩 2.8g 2.5g 2.7g 2.2g 2.6g 2.2g

夕食 魚味噌漬け焼き 豆腐の炒め物 魚照り焼き 鶏肉マリネ焼き さばのカレー焼き 鶏肉パン粉焼き

キャベツの辛子酢 煮合わせ 酢の物 厚揚げきのこソース 大根酢の物 じゃが芋オーブン焼き

きのこスパゲティ 青菜ごま和え スパサラ 大根サラダ いんげんの炒め物 もやしナムル

小松菜とうす揚げの煮浸し 卵焼き なすのみそ炒め ワカメの炒め物 もやし黒ごまあえ なすの青しそ和え

切干しのハリハリ あんばやし 煮っころがし 金時豆煮豆

ｴﾈﾙｷﾞｰ 260kcal 266kcal 288kcal 317kcal 266kcal 314kcal

食塩 2.6g 2.4g 3.0g 2.5g 2.2g 1.8g

　 2021年6月14日(月) 2021年6月15日(火) 2021年6月16日(水) 2021年6月17日(木) 2021年6月18日(金) 2021年6月19日(土)

昼食 魚粕味噌漬け焼き 蒸し鶏のごまだれ 鮭のバジル焼き ヒレカツ 魚照り焼き 鶏のカレー煮

ごま酢和え 長ひじきの煮物 じゃが芋オーブン焼き 大根と竹輪の旨煮 野菜炒め 角切りサラダ

じゃが芋そぼろ煮 南瓜サラダ 炒り豆腐 チンゲンサイ生姜醤油あえ 夏野菜のトマト煮 きのこ炒り煮

人参さっぱり炒め 青菜海苔和え きんぴら トマトサラダ 青菜ごま和え 人参酢の物

オクラ生姜味噌 大根梅肉和え ちくわ二色揚げ

ｴﾈﾙｷﾞｰ 226kcal 236kcal 315kcal 272kcal 289kcal 315kcal

食塩 2.4g 2.4g 2.3g 2.2g 2.9g 2.5g

夕食 豚肉の甘辛炒め 魚照り焼き 牛肉の韓国風煮物 魚香味焼き 豚しゃぶごまだれ にしんの煮物

煮合わせ きゃべつ辛子和え 卵サラダ きゅうりの酢の物 コールスロー 青梗菜塩炒め

キャベツの辛子酢 なすとピーマンの味噌炒め 玉ねぎおかか和え 長芋うすくず煮 人参さっぱり炒め じゃが芋のごま和え

青菜おかか和え じゃが芋のピリ辛 冷奴ポン酢醤油 キャベツ生姜味噌 しろ花豆煮豆 炒り卵

大根の塩麹酢和え ピーマンじゃこ煮

ｴﾈﾙｷﾞｰ 262kcal 250kcal 310kcal 201kcal 306kcal 290kcal

食塩 2.6g 2.9g 2.3g 2.5g 2.4g 2.7g

予告なく献立内容を変更する場合があります。
ご了承願います。

この献立表の栄養価はおかずのみで表示し
ております。ごはんのエネルギー量は、
100g=約160kcalです。



(有)食のコンサルタントブーケ

　 2021年6月21日(月) 2021年6月22日(火) 2021年6月23日(水) 2021年6月24日(木) 2021年6月25日(金) 2021年6月26日(土)

昼食 鶏肉の塩麹漬け 魚香味焼き 酢豚 魚生姜煮 ハンバーグ 鶏肉の梅肉焼き

南瓜きんとん キャベツ酢味噌 和風ポテサラ カレービーフン キャベツの炒め物 キャベツ甘酢漬け

厚揚げきのこ煮 根菜炒め煮 キャベツの辛子酢 青菜ごま和え もやしの和え物 大根の旨煮

青菜ごま和え じゃが芋のごま和え きゅうり味噌漬け トマトサラダ 大根しょうゆ漬け タラモサラダ

なすの酢醤油 わかめのサッと煮 なすの中華和え

ｴﾈﾙｷﾞｰ 310kcal 230kcal 296kcal 272kcal 302kcal 267kcal

食塩 2.4g 3.0g 2.9g 2.6g 2.8g 2.6g

夕食 魚唐揚げ 鶏肉のピリ辛煮 魚味噌漬け焼き 肉豆腐 太刀魚中華風 えびのチリソース

車麩の煮しめ ミニがんもの煮物 もやしごま酢和え 味噌味きんぴら 人参サラダ 大根コロコロ煮

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰごま味噌和え キャベツの煮物 なすとピーマンの味噌炒め 南瓜小豆煮 もやしの辛子醤油 なすのごまあえ

あんばやし きゅうりと沢庵の和え物 さつま芋のマーマレード煮 酢の物 大根のスープ煮 キャベツサラダ

わかめのサッと煮 紫玉葱甘酢

ｴﾈﾙｷﾞｰ 295kcal 307kcal 248kcal 297kcal 257kcal 211kcal

食塩 2.8g 2.8g 2.5g 2.4g 2.0g 2.6g

　 2021年6月28日(月) 2021年6月29日(火) 2021年6月30日(水) 2021年7月1日(木) 2021年7月2日(金) 2021年7月3日(土)

昼食 和風タンドリー 魚マスタード焼き 八宝菜 魚の醤油麹漬け焼き 蒸し鶏のサラダ サバの焼き肉風味焼き

付け合せ ペペロンチーノ マカロニサラダ キャベツのわさびマヨネーズ チンゲン菜のｵｲｽﾀｰｿｰｽ炒め サラダ

ブロッコリー炒め 夏野菜のトマト煮 南瓜甘煮 切り干し炒め煮 じゃがバター炒め チャンプルー

酢の物 キャベツサラダ きゅうり酢の物 青菜おかか和え ピーナッツ和え なすのごまあえ

ピーマンじゃこ煮 大根のカレーピクルス 金時豆煮豆 南瓜きんとん

ｴﾈﾙｷﾞｰ 303kcal 317kcal 279kcal 275kcal 284kcal 278kcal

食塩 2.4g 2.1g 2.3g 2.7g 2.3g 2.1g

夕食 鮭の塩麹漬け焼き 鶏肉の中華風照焼き カレイ煮つけ 鶏肉の生姜焼き 鮭コチュマヨ焼き マーボーナス

酢の物 青梗菜炒め物 南瓜とさつま芋サラダ 厚揚げ煮 キャベツの酢の物 じゃが芋重ね煮

しめじの炒り煮 夏野菜の酢醤油 じゃこ炒め 南瓜ごま煮 切り干し含め煮 青菜とコーンのお浸し

ポテトサラダ 南瓜のはちみつレモン煮 大豆のベーコン炒め キャベツゆかり和え さつまいのジュース煮 わかめのサッと煮

きのこ胡麻生姜 卵焼き きゅうりのなめ茸和え

ｴﾈﾙｷﾞｰ 265kcal 312kcal 310kcal 283kcal 259kcal 209kcal

食塩 2.5g 2.2g 2.3g 2.6g 2.3g 2.6g

　 2021年7月5日(月) 2021年7月6日(火) 2021年7月7日(水)

昼食 魚ねぎみそ焼き 鶏肉の梅肉焼き カレイのカレー煮

もやしのわさび酢 水菜のサラダ そうめん

厚揚げ煮野菜あんかけ 春雨炒め 南瓜人参ごま

青菜磯辺和え シンプルポテトサラダ 枝豆ときゅうりのからし酢

きのこ胡麻生姜 ひじき豆板醤炒め

ｴﾈﾙｷﾞｰ 234kcal 288kcal 303kcal

食塩 2.8g 2.4g 2.8g

夕食 豚肉粕生姜焼き アジとアスパラのオーブン焼き 鶏からおろし酢

夏野菜の酢醤油 もやしと人参の黒胡麻和え じゃが芋ときくらげの炒め煮

青菜とわかめの和え物 南瓜黒糖煮 なすのごまあえ

ごま和え なすの辛子漬け 塩昆布漬け

ｴﾈﾙｷﾞｰ 288kcal 219kcal 304kcal

食塩 2.8g 2.9g 2.7g

♡お知らせ♡
弊社では日替わりお弁当を注文しておられるお客様に、
無料で食事相談をいたしております。ご自身や、ご家族
の食事のことで、お聞きになりたいことなどがございま
したら、気軽にお電話ください♪

★玄米ごはんの日（毎週火曜日）
昼食：6月1日、8日、15日、29日
夕食：6月22日

★雑穀ごはんの日（第2・第4金曜日）
昼食：6月25日（金）
夕食：6月11日（金）

ご注文、キャンセルは、２営
業日前までにご連絡をお願
いいたします。
（休業日 日曜・祝日）

電話076-421-6778

FAX076-421-6794
（受付時間
8：00～18：30）






