
低たんばく食栄養価入り献立表

①チキン南蛮 ��②すき織田家 ��③味噌カツ ��④ぶりの照り集 ��⑤あじフライのトマトソース 

チキン南蛮 ��すき焼き風意 ��味噌カツ �� �� 

さつま辛の甘煮 ��さつま苧きんぴら �� ��ポテトサラダ �� 

中華風サラダ ��オムレツ ��炊き合わせ ��コーンコロッケ �� 

切子大根のサラダ �� ��白菜の昆布和え ��南瓜のサラダ 

1れ‡‘－　393kcei �蛋白質　仕8g � �蜜自責11．6g � �蛋白質11．2g � �賞自責12言8 �重を持‘－　343kc8I �董自賛11言8 

臆質　　20．6g �俄水化物　38．78 �騰貴　18．9g �虞水化織i31．6g �指貫　　20．4g �放水化成I30．2g �脂質　16，6g �披水化繍　3工5g �脂質　17．7g �魔水化畿134．6g 

仲川ム　71帥g �食櫨　1．8g �†トリウム　84的ig �食糧　1．9g �打ilりム　7柑ng �食糧　1、7g �川lりム　744mg �食糧　1．9g �ナトリウム　66億g �食糧　1、6g 

リン　16顔ng �捕りム　　521r噂 �リン　16鋤き �細りム　　597mg �リン　137mg �加持　　599mg �リン　11気ig �捕りム　　564mg �リン　14億〇g �緋lサム　　582mg 

水分　175，4g ��水分　150g ��水分　146，3g ��水分　171．9g ��水分　193．5g 

⑥肉じゃが ��⑦プルコギ ��⑧白身魚のタルタルソース ��⑨さばの照り禦 ��⑪八重菓 

肉じゃが ��プルコギ �� ��さばの照り意 ��八重桑 

きんぴらごぼう �� ��小松菜とえのさのバター鶴泊 �� ��焼き飯子 

炊き合わせ ��飯子の生義あんかけ �� �� 

青極楽とうず揚げの和え物 ��葡子の煮浸し ��ひじきの煮物 ��庫焼き聯） ��書雨サラダ 

董自責12．1g �こ1㍍〇一　330kcd �賞自責lL5g � �蛋白質11．7g � �宣自責12」g � �董自責10．8g 

臆質　19．6g �轍水化撫　26．9g �脂質　19．5g �慶水化鋤　25．7g �脂質　　20．5g �魔水化物　25° �脂質　19g �魔水化持　27，7g �脂質　　21．5g �慶水化物　2LOg 

食糧　1－9g �†ト的ム　77節ng �食糧　1．9g � �食糧　1．9g �ナ日航　70〇億g �食糧　1．7g �†国りム　72飢ig �食糧　1．8g 

リン　14釦lg �刈りム　　585mg �リン　144噌 �創りム∴∴47mg �リン　137晒 �捕りム　　431mg �リン　161丸g �、刷りム　　409億g �リン　12eng �ainム　　調7億g 

水分　186．8g ��水分　182．6g ��水分　165．6g ��水分　148．6g ��水分　　201．18 

⑪牛きんぴらの軸とじ ��⑲櫓着ろしとんかつ ��⑱鱗鴫野重のオニオンソースかけ ��⑭さばのみりん機会 ��⑪赤鼻のごまもんかけ 

牛きんぴらの卵とじ ��棺おろしとんかつ �� ��さばのみりん焼き �� 

大根と人参のうま意 �� ��きんぴらごぼう �� ��揚げ祐子の禦びたし 

イカフライ �� ��炊き合わせ �� ��炊き合わせ 

小松菜の和え勃 �� ��ひじきの葉物 ��茄子のごま和え �� 

蛋白質10．9g � �醤自責lL5g � �蛋白質　9．7g � �蛋白質　9．6g � �蛋白質11．3g 

脂質　　21．1g �厳水化物　23、3g �貼質　16g �炭水化椴I36g �脂質　19．7g �炭水化物　29g �脂質　19g �慶水化鋤　28－5g �脂質　17，8g �腹水化繊130，2g 

ナトリウム　702mg �食糧　1．7g �†用りム　692mg �食糧　1．7g � �食糧　1．8g �1トリウム　724鴫 �食糧　1．7g �†トilりム　5柑ug �食糧　1．3g 

リン　13mg �刈りム　　385mg �リン　　6釦ig �細りム　　249青嶋 �リン　14くれg �細りム　　567mg �リン　16億g �加ウム　　496mg �リン　165のg �細りム　　572れ噂 

水分　199．6g ��水分　160．5g ��水分　　229．7g ��水分　175．7g ��水分　168、7g 

⑲かれいの請け意 ��⑰鮭のちゃんちゃん続き ��⑲カツカレー ��⑲費のガーリックパター接合 ��⑲チンジヤオロース 

かれいの揚げ煮 ��鮭のちゃんちゃん焼き ��カツカレー ��鶏のガーiノックパター焼き �� 

雷雨の昆布和え �� ��茄子のトマト煮込み ��雷雨の中華和え 

コーンコロッケ ��炊き合わせ ��豚カツ �� ��飯子あんかけ 

青極楽のソテー ��南瓜のサラダ �� �� �� 

エ‡高‘－　330kcai �蛋白質12g � �蛋白質10．8g � �蛋白質11．6g � �蛋白質　9．9g �重‡持”－　330kcai �蛋白質11、9g 

綿貫　16、4g �炭水化物　32g �館員　16．2g �厳水化鍛i35、1g �脂質　17g �魔水化物　32g �脂質　18g �炭水化物　34g �臆質　17．5g �慶水化裁I30，7g 

ナトIn1　64釦Ig �食糧　1．6g �ナトnA　7博昭 �食糧　1．6g �ナトリウム　72餉g �食糧　1．8g �ナ川りム　72くれg �食糧　1．8g �†国りム　77如き �食糧　1．7g 

リン　161mg �刈りム　　522mg �リン　17伽g �洲航　　55節1g �リン　14封0g �細りム　　524唯 �リン　137mg �刷りム　　494mg �リン　157mg �創りム　　49Shg 

水分　191．5g ��水分　190．7g ��水分　177．38 ��水分　198．18 ��水分　　210g 

⑪さばの峡噌集 ��⑳さわらのあんかけ ��⑲豚肉の生婁懐き ��⑭豆庫ハンバーグ �� 

さばの味i着意 �� ��豚肉の生養成を ��豆腐ハンバーグ �� 

青寝業となめこの和え勃 ��れんこんのマヨサラダ �� ��マカロニサラダ �� 

白菜のとろみ意 �� ��大根のうま禦 ��炊き合わせ �� 

ひじきとコーンのマヨサラダ �� �� �� �� 

暮れ‡”－　330kcei �蛋白質12．1g � �蛋白質12g � �蜜自責　9．9g � �露台質11．2g �工事l持”－　00oai �量自重10日g 

曲質　　22．8g �魔水化物18．3g �脇賃　17g �慎水化持i30．7g �脂質　　20，2g �魔水化機　26，3g �騰質　18，3g �接水化物　34、6g �騰貴　18．5g �炭水化物130g 

州lウム　82釦ig �食糧　1．9g �ハリりム　80請g �食糧i∴1．9g �1日りん　86i観官 �食塩　1．9g �ナトilサム　62鞠ng �食嬉し∴∴工5g �†周りム　80（珊g �食嬉　1．8g 

リン　177mg �細りム　　53的 �リン　15飢ig �創りム　　51億1g �リン　14撮8 �洲りム　　584唯 �リン　13飢g �細りム　　464mg �リン　137mg �細りム　　397i鳩 

水分　168．58 ��水分　160．9g ��水分　　216．9g ��水分　166．5g ��水分　　222jg 

●寵浅春庄千田池。9　璽

けんたくん阿南店店長：豊岡賢治
フIトダイヤル0120－350－837　　回
HPアドレス：http：／／kentakunorg


