
多幸源Ⅲ価格500円（税別・おかずのみ）飲み込みやすいようとろみを多用しています。また、根菜類はできるだけ
対象者高齢者（70歳以上の方）小さくカットし、全体的にやわらかめに仕上げています。
容器サイズ175×175×35（mm）和食中心、魚中心のメニューです。平均栄賽価：304kcaI／塩分2・2g

⑧カレイのあるし寮 ����②鶏つくねの煮物 ������⑨さんまの竜田揚げ ������④豚肉のマヨ焼き ������⑤白身魚の煮付け 
蛋白質17．5g ��� ���蛋白質15．3g ���I‡肪〇一　320kca ���蛋白質14．1g ��� ����蛋白質14．2g �� ���蛋白質14．2g 

脂質　8g �炭水化物26．8g ���脂質　9iSg ���炭水化物28．6g ���脂質　18．2g ��� ���脂質　21．2g ���� ��脂質　10．3g ���炭水化物24．1g 
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⑥照り焼きハンバーグ ����⑦さんまの柚子あんかけ ������⑧豚肉の湯葉ゐんかけ ������（㊦ぶり大根 ������⑲チキンカツ 
I掘〇一297kcaiI蛋白質17．2g ���� ���蛋白質13．9g ���1年肪〇一　294kca ���蛋白質16．4g ��� ����蛋白質17．9g ��I桝‘－334k∽ii蛋白質15．8g 

脂質　11．5g憧水化物29・8g ����脂質　17．2g ���炭水化物23．29 ���脂質　13．2g ��� ���脂質　15．4g ����炭水化物　30．4g ��脂質　15．7g ��� 

刷りム　997mgl食塩　2．2g ���� ���食塩　2．2g ���†トリウム　989m ���食塩　2．3g ��� ����食塩　2．3g �� ���食塩　2．3g 
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⑪タラのみぞれあんかけ ����⑫豆腐ステーキ麻鍵ソース ������⑬さばの山微意 ������⑭豚しゃぶ胡麻磨れかけ ������⑮きわらの西京焼き 
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食塩∴2．3g ��� ���食塩　2．3g ���†トリウム　953m ���食塩　2．39 ��� ����食塩　2．2g ��ナトnA　939m ���食塩　2．3g 
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⑬豆腐ハンlrク ����⑰タラの南蛮漬け ������⑬鶏のオイスターソース炒め ������⑲白身魚 ���のバター醤油 ���⑳赤魚のレモンソース 
蛋白質13．1g ��� ���蛋白質17．6g ���1年成〇一　365kca ���I蛋白質22g ��� ����蛋白質16．3g ��l桝〇一283kc訓1蛋白質13．4g 

脂質　15．6g � ���脂質　13．5g ��� ���脂質　21．7g ��� ���脂質　14．5g ���� ��脂貸　14．2gi炭水化物22・99 

食塩，2．3g ��� ���食塩　2．3g ���川規　940mgl食塩∴2．3g ������ ����食塩∴2．2g ��ナトの1846mgI食塩12．3g 
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㊧豚肉の塩麹ゆめ ����⑳カレイのトマトソース ������㊧きわらの幽庵焼き ������⑳揚腕の吾味ソース ������㊧タラの ���一ムソース 
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食塩　29 ��� ���食塩1．9g ���刷りム　934mgi食塩　2．2g ������ ����食塩　2g ��ナトリウム　859m ���食塩　2．3g 
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●お問合せ■ご法泉は　　阿南市羽ノ浦町中庄千田池39
けんたくん阿南店店長：豊岡賢治
フリーダイヤル0120－350－837
HPアドレス．http．／／kentakun．org


