
多幸源Ⅱ　価格500円（税別，おかずのみ）三大栄養素（タンパク質“脂質“炭水化物）のバランスを考え、野菜も
容器サイズ175×175×35（mm）　ふんだんに使った（平均125g）メニューです。

平均栄養価378kcal／塩分2．5g

①和風カツの卵とじ ���②酢豚 ���③さは‘の味噌煮 �����④すき焼き風煮　　⑤豚肉のマヨソース 
エ礼キ〇一　333kcal �蛋白質12．5g ��工ネ脂0－　306kGa �蛋白質12g ��工ネルキ“一　356kcai ��蛋白質17．4g ���エネル‡0－　205kcaI ��蛋白質12g　ェ禍〇一459kcalI蛋白質12．8g 

脂質16．7g �炭水化物32．1g ��脂質　15．5g �炭水化物28．4g ��脂質　19，1g ��炭水化物27．2g ���脂質　8g ��炭水化物21，4g脂質　30．191炭水化物33．3g 

ナトリウム　822mg �食塩　2g ��ナトリウム　992mg �食塩　2．5g ��ナト男ム1122mg ��食塩　2．8g ���ナトリウム1012mg ��食塩　2，5g　刑弘　699mgi食塩1．8g 
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⑥ハンバーグ和風あんかけ ���⑦肉じゃが ���⑧エビカツ �����⑨ボークチャツナ　⑩トマトソースのチーズハンlLグ 
工祁‡0－　329kGai �蛋白質17，4g ��工ネ肪〇一　256kGa �蛋白質13．4g ��工袖‡0－　333kcal ��蛋白質12．6g ���工祁ギー　270kGa ��蛋白質11g　工棚0－293k由l蛋白質15．1g 

脂質15．8g �炭水化物28．9g ��脂質11g �炭水化物24．7g ��脂質　19，1g ��炭水化物27，6g ���脂質　13．4g ��炭水化物26，8g脂質　12，991炭水化物28．4g 

ナトリウム1103mg �食塩　2．7g ��ナトリウム　945mg �食塩　2．2g ��ナトリウム1028mgi ��食塩　2，6g ���ナトリウム1055mg ��食塩　2．5g　刑ウム　987mgl食塩　2．3g 
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⑪鮭フライのタルタルソース ���⑫チキン南蛮宮崎凪 ���⑬チンジヤオロース �����⑭白身魚のムニエルごまクリーム煮⑯鶏肉のタンドリー風焼き 
工袖手〇一　391kca �蛋白質17．7g ��工祁‡0－438kca �蛋白質23．2g ��エネルギー　269kcai ��蛋白質14．8g ���工ネル‡0－　258kca ��蛋白質14．1g工細ギー363kcaIl蛋白質23，9g 

脂質　17．8g �炭水化物38，8g ��脂質　25．4g �炭水化物27．4g ��脂質　10．4g ��炭水化物28．4g ���脂質　11，3g ��炭水化物24．7g脂質　24．1gl炭水化物10．7g 

ナトリウム1056mg �食塩　2．7g ��ナトリウム　977mg �食塩　2．5g ��ナトリウム1023mg ��食塩　2，5g ���ナトリウム　868mg ��食塩　2g　　刷りム　943mgi食塩　2．4g 
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⑲メンテカツ＆コロッケ ���⑰八宝菜 ���⑬かれいの甘酢あんかけ �����⑲鶏のから揚げ　⑳ハンlトゲデミグラスソース 
工祁‡0－　415kcai �蛋白質13．9g ��工机‡0－　278kcai �蛋白質14．2g ��工ネル‡0－　336kcai ��蛋白質18，1g ���工祁ギー　589kGal ��蛋白質27．3g工祁幸一305k鎗il蛋白質16．8g 

脂質　22．3g �炭水化物39．9g ��脂質12．9g �炭水化物25．3g ��脂質　15．4g ��炭水化物29．9g ���脂質　36．8g ��炭水化物32．4g脂質　16．991炭水化物21，1g 

ナトリウム1098mg �食塩　2．8g ��ナトリウム　947mg �食塩　2．2g ��ナトリウム　902mg ��食塩　2，3g ���ナト的ム　787mg ��食塩　2．1g　ナトリウム1137mgi食塩　2．8g 
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㊧あじの南蛮漬け ���㊧ロースカツ ���⑳カレー �����⑳豚肉の生萎焼き　㊧白身魚のマスタードソース 
工桝章一371k髄Il蛋白質18．3g ���工補章一376k∽il蛋白質11．2g ���工桝丁一308kcalI蛋白質10．6g �����工訓キー265kcalI蛋白質16．3g工補ボー275kcaIl蛋白質14．7g 

脂質19．391炭水化物29．1g ���脂質18．291炭水化物40．8g ���脂質　14．7gl炭水化物33．5g �����脂質　11．691炭水化物22g脂質13．2g！炭水化物25．7g 

捕りム　964mgl食塩　2．4g ���刷りム1148mgl食塩　2．8g ���肋ム1021聖1食塩　＿空g �����刷りム　934mg！食塩　2．4g　ナトリウム　912mgi食塩　2．3g 
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