
♦コールスローサラダ　ツナマヨコーン添え
♦がんも煮

♦ミートボールとキャベツのとろ～りクリーム煮
♦春雨中華炒め

★　　

★旬むらさきいもと甘栗のコロッケ
★さつま揚げとキャベツの味噌炒め

★　　
★ソースも美味しい♪
豚ロースのきのこトマトバジルソース

★厚切りホキフライ  タルタルパック

♦竹輪ビーフン炒め　♦大根高菜油炒め

★　　

★【ご当地メニュー】
 タコライス風　「半熟卵添え」
★マカロニカレークリーム煮 ♦牛肉とごぼうのしぐれ煮　たっぷりゴマ和え

♦大根の三色煮

♦彩り春雨マヨサラダ
♦小松菜の胡麻和え

♦若竹煮
♦棒さつま揚げ ♦蒸し鶏の酢の物  ♦金山寺味噌

♦じゃが芋煮
♦紅白かまぼこ春雨の酢味噌和え

★　　

★ニシンの蒲焼風
★ロールキャベツの

カレー煮
♦春雨とハムの中華和え
♦あさりと玉葱のワイン蒸し

スタッフ人気のメニューです！
ボリュームもあってオススメです！

リクエストメニューのご紹介です
是非ご賞味ください！

★　　

★カレーの竜田揚げ
　具沢山きのこあんかけ

★喫茶店の味のナポリタン
♦中華風野菜炒め
♦キャベツマヨ炒め

牛肉を使うとニューロースと
呼ばれます。
ご飯がススムおかずです♪！

食べるきのこ
ソース♪ いつものぶた豚ロース
肉のソテーも食べ応えアップ！

週末の使えれをとる！
スタミナ料理でエネチャージ！

★　　

★スタミナ豚みそ焼き肉
     　彩野菜添え
★チーズチキンカツ

★　　
★【北海道産】
　  コク旨チーズのコロッケ
★旬レンコン
彩ホワイトクリームソース煮

きざみ生姜牛丼【アタマ】きざみ生姜牛丼【アタマ】
【五目炊き込み
   ご飯の日】
【五目炊き込み
   ご飯の日】 豚ロース

　梅おかかの生姜焼き
豚ロース
　梅おかかの生姜焼き

ご飯にかければ親子丼♪！

牛肉の旨味がたっぷりと
しみ込んだ玉ねぎとしらたきが
メチャ美味しいんです！

♦旬野菜の煮物盛り合わせ3品
♦切干大根とオクラの和え物

★　　

★和風明太子パスタ
    　刻みのり添え
★ロールキャベツのトマト煮

5種のヘルシー野菜の
メンチカツ　ポテトサラダ添え
5種のヘルシー野菜の
メンチカツ　ポテトサラダ添え

野菜や豆など、植物由来の食材で
仕立てたメンチカツです♪！

さわやかな梅の酸味で
食欲アップ！ お肉を
さっぱりといただけます！

甘辛みそ風味で炒めたご飯に
ピッタリのおかずです！

日替わりサイドメニュー日替わりサイドメニュー
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ヘルシー 美味しい 安　い私どものお弁当は出来る限り自分たちの目の届く
ところで製造・加工されている食品・材料を使用
する事を基本にしております。

★　　

★白身魚と
豆腐のしんじょうの天ぷら
★細切り昆布の煮付け

土金木水火月

土金木水火月
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ご注文は、お届け日の前日16時までにＦＡＸまたはお電話ください。

【お赤飯の日】【お赤飯の日】

♦菜の花辛し和え
♦もやしのナムル

★　　

★国産黒毛和牛入りコロッケ
★ひじき煮枝豆和え

じっくり煮込んだ牛好きと
おすすめのコロッケです！

勤労感謝の日勤労感謝の日

『関西風すき焼き味の』
　牛丼風【アタマ】

『関西風すき焼き味の』
　牛丼風【アタマ】 青椒牛肉絲

 【チンジャオニューロース】
青椒牛肉絲
 【チンジャオニューロース】

洋食屋さんの
メンチカツ
コーンポテトサラダ添え

洋食屋さんの
メンチカツ
コーンポテトサラダ添え

完熟トマトソース
　ハンバーグ
完熟トマトソース
　ハンバーグ

★　　

★ちょっと大人の麻婆豆腐
★ビーフン野菜炒め
♦インゲンとさつま揚げ炊き合わせ
♦ノリ塩じゃが芋バーター風味

スタミナ風のたれに
技ありの一品です！
豚ロース竜田揚げ
　スタミナソースかけ
豚ロース竜田揚げ
　スタミナソースかけ

★　　

★青魚を食べやすく☆
焼きサバカレー風味

★スパゲティーサラダ

彩り野菜☆
鶏唐揚げの甘酢あん（酢鶏）
彩り野菜☆
鶏唐揚げの甘酢あん（酢鶏）

ご飯がすすむ♪
　鶏もも肉の
　三つ葉の親子煮

ご飯がすすむ♪
　鶏もも肉の
　三つ葉の親子煮

土金木
443322

◆お米は、こだわりの国産新米 山形米100％使用◆お米は、こだわりの国産新米

TEL.03-5808-0141
FAX.03-5603-0140

ご注文は、毎朝8：30～お受け致しております。
食 中 毒 防 止
ご協力のお願い

◆昼食は配達当日の午後1時迄にお召し上がりください。　◆直射日光の当たる場所、極端に湿度の高いジメジメした場所に置かないでください。　◆陽の当たら
ない風通しの良い場所に保管してください。　◆若し万が一開蓋後、異臭・異物・異変が見られた時は、即時に飲食を中止して当店までご連絡ください。

※追加オーダーは、当社のオペレーターまでお気軽にご相談ください。
※会議用弁当、行楽弁当、オードブル等、ご予算に応じて承ります。

災害等によってメニューを変更
せざるを得ない場合がござい
ますので予めご了承ください。

鶏竜田彩野菜黒酢あん弁当
唐揚げ弁当
ハンバーグ弁当
豚肉の味噌炒め リクエスト

裏メニューとして裏メニューとして新新

12 ⁄12 ⁄

日替りメニュー日替りメニュー コロナに負けるな！
国民一丸となって、
協力し、助け合い、
乗り越えましょう。微酸性電解水を使用しノロウイルス等の

予防対策をしております。
微酸性電解水を使用しノロウイルス等の
予防対策をしております。

12／

ぐっと寒くなってまいりましたね。寒い日にもほかほ
かで温かいご飯を召し上がっていただくために電子
レンジでの加熱をオススメしております。
（目安：1分半程度）

美味しいご飯を召し上がっていただくために… オカズの電子レンジ加熱は、500W電子レンジで1
分～1分半程の目安にして下さい。それ以上の加熱
は、容器の変形やフイルムの変色につながる為、お
こなわないで下さい。

全品

４５０円

鍋焼きうどん始めました！鍋焼きうどん始めました！ 冷やし麺冷やし麺
火を使えないお客様へ！

選べます ※野菜を中心に、栄養バランスに気をつけた季節メニューをご紹介しております。※仕入れの都合により多少の変更をさせて頂く場合もございます。 ※ライスのカロリーは350kcalが目安です。

牛肉とろろそば 春菊天と山菜うどん
白米 梅干し御飯

五目山菜と生姜天うどん 味噌ラーメン 卵とじヒレカツうどん 柚子鳥ネギそば
豆御飯 チャーハン 白米飯 グリンピース御飯

タンメン かき揚げそば すき焼き鍋うどん 鳥ごぼう山菜そば 二色の竹輪天うどん
チキンライス 炊き込みご飯 白米飯 ひじき御飯 カレーピラフ

11月11月

♦ブロッコリ旨塩胡麻和え和え ♦金平ごぼう

★  

★旬ほうれん草と
 ベーコンのクリームパスタ
★コールスローサラダ  カニカマ
ドレッシングパック添え

★　　

★野菜かき揚げと赤ウィンナー天
★バター香る イタリアン肉じゃが

【ノルウェー産】
骨取りサバの味噌だれかけ
【ノルウェー産】
骨取りサバの味噌だれかけ

BIGハンバーグ
デミグラスソース   スイートコーン添え
BIGハンバーグ
デミグラスソース   スイートコーン添え

リクエストメニューのご紹介です
是非ご賞味ください！！

ほどよい脂のりに食欲
そそる甘めの味噌だれ。
ご飯の進む一品です♪！

熱量/475kcal・タンパク質/24.8g・脂質/24.6g

熱量/469kcal・タンパク質/24.8g・脂質/24.6g 熱量/475kcal・タンパク質/25.8g・脂質/22.7g

熱量/477kcal・タンパク質/24.8g・脂質/24.6g熱量/478kcal・タンパク質/23.8g・脂質/24.0g

熱量/468kcal・タンパク質/23.9g・脂質/23.2g熱量/472kcal・タンパク質/24.8g・脂質/24.1g熱量/462kcal・タンパク質/23.8g・脂質/23.0g 熱量/477kcal・タンパク質/24.8g・脂質/24.6g

熱量/476kcal・タンパク質/27.3g・脂質/27.3g 熱量/475kcal・タンパク質/25.8g・脂質/22.7g熱量/478kcal・タンパク質/23.8g・脂質/24.0g

熱量/478kcal・タンパク質/23.8g・脂質/24.0g 熱量/474kcal・タンパク質/25.3g・脂質/24.2g




