
　　スペシャルメニューデイ
　9月19日(月)

お品書き

・赤飯の素

・赤魚の塩麹焼き

・牛肉のしぐれ煮

・たらこ和え

昼食もしくは夕食を
ご注文頂いた施設様には
お饅頭がつきます。

赤飯は素のみの提供になります。
各施設様で精白米またはもち米と炊き込
んでお召し上がり下さい。

＊すまし汁と赤魚の添えの葉っぱ、はじか
みはイメージのためつきません。



アンケートのご協力ありがとうございました。
今後も食事内容の改善を行い利用者満足度向上を目指します。
引き続きオーケーズデリカをよろしくお願いいたします。

今月の新メニュー

お客様アンケートによる献立変更点

・ 揚げ物が多いと意見が多かったため、焼き魚や煮魚メニューを増やしました。

・ 揚げ物が固いという意見から、揚げ物にはできるだけソースやたれなどをかけるようなメニューに変更致しました。

・はじかみをメニューからなくしました。

9/3(土) カレーペンネ 9/10(土) 松阪鶏焼肉風

9/16(金) 海苔チキン 9/22(木) 鮭ときのこのおろし和え

9/23(金) サバのカレー味噌煮 ・ 他人丼

9/27(火) エスカベッシュ(白身魚の洋風南蛮漬け) 9/28(水) 甘栗サラダ

9/29(木) 三角ポテト



9月1日 9月2日 9月3日

木 金 土

野菜のトマト煮(温)　 大根のそぼろ煮(温)　 ごぼうと厚揚げの煮物(温)　

マッシュポテト(冷) 煮玉子(温) 花さつま(温)

つけもの(冷) にまめ(冷)

エネルギー 98Kcal 106Kcal 122Kcal

塩分 1.1g 1.3g 1.3g

アジのみぞれ煮(温)　 豆腐のきのこあんかけ風(温)　
ユーリンチー(若鶏の唐揚げ
ネギソースかけ)(温)

いも煮(温)　 ハンバーグ(温) カレーペンネ(温)

なすの揚げ浸し(冷)　 人参のごま和え(冷)　 カリフラワーのハーブ和え(冷)　

エネルギー 250Kcal 259Kcal 408Kcal

塩分 2.6g 2.6g 2.4g

えびの明太マヨ(温)
白身魚フライタルタルソース
かけ(温)

北海道風豚丼(温)　

高野豆腐煮(温)　 ニラ玉炒め(温)　 肉焼売(温)

玉ねぎのおかかポン酢和え
(冷)

キャベツの磯香和え(冷)　
おくらと長芋のなめたけ和え
(冷)

エネルギー 358Kcal 254Kcal 331Kcal

塩分 2.5g 2.2g 1.4g

たんぱく 31.1g 33.2g 43g

エネルギー 706Kcal 619Kcal 861Kcal

＊仕入れ等の都合により献立内容が変更になる場合があります。
　あらかじめご了承いただけるようにお願いいたします。
　（温）・（冷）記載のない物は、常温提供でお願いします。

〈2022年　9月献立表〉
日付

朝食

昼食

夕食



9月4日 9月5日 9月6日 9月7日 9月8日 9月9日 9月10日

日 月 火 水 木 金 土

野菜のバジルソテー(温)　 さと芋のうま煮(温)　 豆腐ステーキ(温) 彩り野菜のうま煮(温)　
ウインナーとシェルマカロニ
のマスタード炒め(温)

ニラの卵とじ(温)　　 青菜の和風煮(温)　

キッシュ(温) いか団子(温) なすの生姜和え(冷) 野菜肉巻き(温) 星型プレーンオムレツ(温)　 ワッフル型さつま揚げ(温)　　 おとうふ団子(温)

つくだに(冷) ふりかけ(冷) つけもの(冷) つくだに(冷) つけもの(冷)

エネルギー 126Kcal 135Kcal 172Kcal 78Kcal 131Kcal 143Kcal 118Kcal

塩分 1.1g 1.2g 1.3g 1.7g 1.4g 2.4g 1.3g

味噌かつ(温) 太刀魚の山賊焼き(温) ピーマン肉詰めフライ(温) ハムカツトマトソースかけ(温) 豆腐のひき肉包み揚げ(温)　 きのこごはんの具(冷)　 里芋とうずら卵の煮物(温)　

ナポリタン(温)　 大豆のカレー煮(温)　 大根と春雨のピリ辛炒め(温)　 ジャーマン里芋(温)　　 じゃが芋の煮物(温)　 さば山椒風味焼き(温) かにかまフライ(温)

小松菜辛子和え(冷)　 蕗の土佐和え(冷) さつまいもサラダ(冷) キャベツと筍のサラダ(冷)　
ちくわときゅうりの梅マヨ和え
(冷)

ひじき炒め煮(温)　 わかめの酢の物(冷)　

カリフラワーの酢味噌和え(冷)　

エネルギー 348Kcal 255Kcal 339Kcal 387Kcal 372Kcal 262Kcal 273Kcal

塩分 3.3g 2.3g 1.8g 1.6g 2.3g 3.4g 2.8g

鶏肉のオイスターソース炒
め(温)

メンチカツ(温) 豚肉と野菜の塩昆布炒め(温)　 ブリの生姜煮(温)　 煮込みハンバーグ(温) 厚揚げの和風カレー煮(温)　 松阪鶏焼肉風(温)　

笹かまぼこ(温) 切干大根煮(温) きんぴらごぼう(温) 鶏肉のさっぱり煮(温)　 白菜と油揚げの煮物(温)　 鶏肉の信田巻き(温)　 なすのオランダ煮(温)　

にらと桜えびのねぎ油和え
(冷)

青菜の煮浸し(冷)　
カリフラワーのごまドレ和え
(冷)

豆のごま和え(冷) おくらのおかか和え(冷)　 大根柚子胡椒和え(冷)　 忍者和え(冷)　

エネルギー 288Kcal 319Kcal 309Kcal 300Kcal 300Kcal 246Kcal 333Kcal

塩分 2.1g 3g 2.2g 2.2g 2.7g 2.2g 2.1g

たんぱく 32.7g 33.3g 30.1g 37.3g 32.8g 33g 34.9g

エネルギー 762Kcal 709Kcal 820Kcal 765Kcal 803Kcal 651Kcal 724Kcal

＊仕入れ等の都合により献立内容が変更になる場合があります。
　あらかじめご了承いただけるようにお願いいたします。
　（温）・（冷）記載のない物は、常温提供でお願いします。

〈2022年　9月献立表〉
日付

朝食

昼食

夕食



9月11日 9月12日 9月13日 9月14日 9月15日 9月16日 9月17日

日 月 火 水 木 金 土

野菜のミルク煮(温)　 冬瓜の煮物(温)　 ごぼうのしぐれ煮(温)　 豆腐のうま煮(温)　 ミートソースペンネ(温)　 白菜の甘辛煮(温)　 がんも煮(温)

ウインナー(温)　 厚焼玉子(温) しんじょ(温) えび団子(温) ハム玉子(温) 海苔チキン(温) なすのわさび和え(冷)　

なめたけ(冷) ふりかけ(冷) つけもの(冷) つけもの(冷) つくだに(冷)

エネルギー 175Kcal 108Kcal 136Kcal 110Kcal 134Kcal 107Kcal 210Kcal

塩分 1.1g 1.6g 1.2g 1.7g 1g 2g 1.8g

あさりと白菜のあんかけ(温)　 さわらの照り焼き(温) 鶏ちゃん焼き(温)　 豚肉と野菜の魚介醤油煮(温)　 ビーフカレー(温) ますの塩焼き(温) ほたてと大根の甘辛煮(温)　

若鶏の竜田揚げ(温)　　 卯の花(温) イカベジフライ(温) にら饅頭(温) なす肉詰めフライ(温) かぶのそぼろ煮(温) 竹輪の三色揚げ(温)

ピーマンのお浸し(冷)　
カリフラワーの梅おかか和え
(冷)

里芋のたらこサラダ(冷)　 おくらのごま和え(冷)　 たくあん和え(冷)　 もやしのゆかり和え(冷)　 彩り和え(冷)　

福神漬(冷)

エネルギー 282Kcal 187Kcal 317Kcal 321Kcal 303Kcal 192Kcal 211Kcal

塩分 2.5g 1.3g 2g 1.7g 4.5g 1.4g 2.7g

和風きのこソース豆腐ハン
バーグ(温)

ポークチャップ(温)　 たらの香草パン粉焼き(温) 鶏の天ぷら(温) あじ西京焼き(温)
サイコロステーキのガリバタ
炒め(温)

若鶏の照焼(温)

カブの白麻婆(温)　 ミニコロッケ(温) ブロッコリーのコンソメ煮(温)　 厚揚げがめ煮風(温) ポトフ(温)　 ひじきの煮物(温) 細切昆布煮(温)　

たまごシェルマカロニサラダ(冷) ごぼうサラダ(冷) なすのおろし和え(冷)　 ぬた和え(冷)　 ささみの中華風酢の物(冷)　 かつお節サラダ(冷)　 中華ツナポテト(冷)　

エネルギー 319Kcal 358Kcal 203Kcal 340Kcal 165Kcal 391Kcal 335Kcal

塩分 2.4g 2.1g 2.2g 2.5g 2.2g 2.5g 2g

たんぱく 39.7g 34g 38.7g 41.6g 31.8g 34.1g 39.7g

エネルギー 776Kcal 653Kcal 656Kcal 771Kcal 602Kcal 690Kcal 756Kcal

＊仕入れ等の都合により献立内容が変更になる場合があります。
　あらかじめご了承いただけるようにお願いいたします。
　（温）・（冷）記載のない物は、常温提供でお願いします。

〈2022年　9月献立表〉
日付

朝食

昼食

夕食



9月18日 9月19日 9月20日 9月21日 9月22日 9月23日 9月24日

日 月 火 水 木 金 土

ロールキャベツ(温) 白菜の和風煮(温)　 さわらのこうじみそ焼き(温) 関東風煮(温)　 コーンクリーム煮(温)　 かぶの煮物(温)　 三角豆腐焼き(温)　

マカロニサラダ(冷) 紅あずま甘露煮(冷) なすのおかかポン酢和え(冷)　 きゅうりの昆布和え(冷)　 フランクフルト(温)　 紅葉しんじょ(温) にんじんしりしり(温)　

ふりかけ(冷) つけもの(冷) にまめ(冷) つくだに(冷) つけもの(冷)

エネルギー 130Kcal 121Kcal 162Kcal 106Kcal 178Kcal 111Kcal 167Kcal

塩分 1.6g 1.3g 1.3g 1.5g 1.7g 1.4g 1.9g

カレイの唐揚げ(温) 赤飯の素(冷) ほたてと野菜の豆乳煮(温)　 若鶏の香味揚げ(温) 塩肉じゃが(温)　 サバのカレー味噌煮(温)　 かぼちゃ挽肉フライ(温)

車麩と野菜の煮物(温)　 赤魚の塩麹焼き(温) 厚焼玉子(温) ツナとコーンのスパゲティ(温) 笹かまぼこ(温) きんぴらごぼう(温)
海鮮と豆腐のピリ辛スープ
煮(温)

中華和え(冷)　 牛肉のしぐれ煮(温)　 長いものわさびサラダ(冷)　 オクラのお浸し(冷)　
茎わかめとささみの梅和え
(冷)

小松菜辛子マヨ和え(冷)　
きゅうりときぬさやのねぎ塩
和え(冷)

たらこ和え(冷)　

エネルギー 268Kcal 236Kcal 177Kcal 485Kcal 251Kcal 318Kcal 255Kcal

塩分 2.3g 3.3g 2.8g 2g 1.8g 2.5g 1.6g

タイ風鶏そぼろ(温)　 豚肉のスタミナ炒め(温)　 コロッケ(温) ジャンボ焼売(温)　
エビカツタルタルソースかけ
(温)

他人丼(温)　 肉団子の煮物(温)　

チヂミ(温) たこ野菜カツ(温) スナップピースソテー(温)　 えびのチリソース炒め(温)　 はんぺんの和風煮(温)　 メンチカツ(温) えびクリームペンネ(温)　

白和え(冷)　 うの花サラダ(冷) コールスローサラダ(冷) 小松菜のピーナツ和え(冷)　 鮭ときのこのおろし和え(冷)　 アスパラガスの煮浸し(冷)　 大根さっぱり和え(冷)　

エネルギー 278Kcal 347Kcal 292Kcal 370Kcal 294Kcal 324Kcal 267Kcal

塩分 2.1g 1.9g 2.3g 3g 3g 2.6g 3g

たんぱく 40.2g 43.7g 30.1g 47.3g 36.9g 35.9g 33.9g

エネルギー 676Kcal 704Kcal 631Kcal 961Kcal 723Kcal 753Kcal 689Kcal

＊仕入れ等の都合により献立内容が変更になる場合があります。
　あらかじめご了承いただけるようにお願いいたします。
　（温）・（冷）記載のない物は、常温提供でお願いします。

〈2022年　9月献立表〉
日付

朝食

昼食

夕食

9/19(月)の昼食または夕食をご注文

のお客様にはお饅頭がつきます。



9月25日 9月26日 9月27日 9月28日 9月29日 9月30日

日 月 火 水 木 金

小松菜コーンソテー(温)　 炒り煮(温)　 さつま揚げ(温) 厚揚げのピリ辛煮(温)　 カブと鶏肉の洋風煮(温)　
さつま芋と切り昆布の煮物
(温)

花型和風オムレツ(温) コーンイカハンバーグ(温) わかめのネギ和え(冷)　 みそつくね(温)　 三角ポテト(温)　 肉団子(温)

ふりかけ(冷) にまめ(冷) つけもの(冷) つくだに(冷)

エネルギー 91Kcal 141Kcal 120Kcal 138Kcal 128Kcal 177Kcal

塩分 0.9g 1.3g 1.7g 1.3g 0.6g 2.2g

ますのバター醤油焼き(温) ソースチキンカツ(温)　 ほたてのバター醤油炒め(温)　 鴨南蛮そば(温)　 カレー(温)　 お好み焼き(温)

カリフラワーの中華煮(温)　 切干大根煮(温) 肉焼売(温) 白菜炊き(温)　　 チーズオムレツ(温)　 けんちん煮(温)

おくらのポン酢和え(冷)　 小松菜柚子胡椒和え(冷)　 スパサラダ(冷) オクラのお浸し(冷)
ブロッコリーのじゃこ海苔和
え(冷)

キャベツと油揚げの煮浸し
(冷)

福神漬(冷)

エネルギー 175Kcal 174Kcal 299Kcal 456Kcal 286Kcal 304Kcal

塩分 1.8g 2.6g 2.1g 4.7g 5g 2.8g

豚肉と大根の煮物(温)　 焼きぎょうざ(温)
エスカベッシュ(白身魚の洋
風南蛮漬け)(温)

豚肉の甘酢炒め(温)　 赤魚のムニエル(温)　 豚味噌そぼろ(温)　　

なす天ぷら(温) 高野豆腐煮(温)　 卯の花(温) 大根とちくわの煮物(温)　 いか里芋(温)　　 チーズはんぺんフライ(温)

キャベツの和え物(冷)　 かくぎりポテトサラダ(冷) なすのなめたけ和え(冷) 甘栗サラダ(冷) 塩昆布もやし(冷)　 アーモンド和え(冷)　

エネルギー 241Kcal 287Kcal 302Kcal 353Kcal 183Kcal 329Kcal

塩分 2.7g 2.2g 1.8g 3.4g 2.7g 1.5g

たんぱく 34.2g 30g 31.4g 41.7g 32.5g 30.1g

エネルギー 507Kcal 602Kcal 721Kcal 947Kcal 597Kcal 810Kcal

＊仕入れ等の都合により献立内容が変更になる場合があります。
　あらかじめご了承いただけるようにお願いいたします。
　（温）・（冷）記載のない物は、常温提供でお願いします。

〈2022年　9月献立表〉
日付

朝食

昼食

夕食



Dessert
Menu

　

容量 30 ｇ 容量 60 ｇ 容量 55 ｇ 容量 28 ｇ 容量 40 ｇ 容量 30 ｇ 容量 40 ｇ

87.6 kcal 73 kcal 100 kcal 61 kcal 100 kcal 89 kcal 41 kcal

容量 30 ｇ 容量 60 ｇ 容量 30 ｇ 容量 40 ｇ 容量 22 ｇ 容量 50 ｇ 容量 40 ｇ

97.2 kcal 58.8 kcal 29.4 kcal 160 kcal 70.8 kcal 71.5 kcal 60 kcal

容量 60 ｇ 容量 28 ｇ 容量 40 ｇ 容量 40 ｇ 容量 40 ｇ 容量 25 ｇ 容量 25 ｇ

57.6 kcal 87 kcal 100 kcal 90.8 kcal 58 kcal 71 kcal 86 kcal

容量 30 ｇ 容量 50 ｇ 容量 30 ｇ 容量 40 ｇ 容量 50 ｇ 容量 40 ｇ 容量 40 ｇ

76.8 kcal 118 kcal 87.9 kcal 85 kcal 55 kcal 65 kcal 80 kcal

容量 40 ｇ 容量 22 ｇ

127 kcal 65 kcal

原宿ドック カップ蒸しケーキ ※写真はイメージです。

仕入れの都合により、メニューが変更する場合がございます。ご了承下さい。

エネルギー エネルギー

エネルギー

29 30

エネルギー エネルギー エネルギー エネルギー エネルギー エネルギー

28

スイートポテト                  おはぎ ココアワッフル チョコレート饅頭 ブルーベリーゼリー いちごムース 鬼まんじゅう

25 26 2722 23 24

桃ゼリー バナナのスティックケーキ 黒糖まんじゅう 今川焼き お茶プリン メープルマフィン アップルパイ

エネルギー エネルギー エネルギー エネルギー エネルギー エネルギー エネルギー

エネルギー

15 16 17 18 19

エネルギー エネルギー エネルギー エネルギー エネルギー エネルギー

20 21

14

ガトーショコラ ストロベリーゼリー お月見ゼリー ブルーベリータルト いちごシュークリーム 杏仁豆腐 ココアムース

11 12 138 9 10

オレンジゼリー

エネルギー エネルギー エネルギー エネルギー エネルギー エネルギー エネルギー

6 7

クレープ プリン どらやき ととやき(イチゴ) 抹茶まんじゅう 焼ドーナツ

1 2 3 4 5

9月おやつ献立表


