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８８８８ ようふうたまごやきようふうたまごやきようふうたまごやきようふうたまごやき たまごたまごたまごたまご 　　　　 さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら すすすす　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 かつ お だしかつ お だしかつ お だしかつ お だし 　　　　 しおしおしおしお

ウイ ンナーウイ ンナーウイ ンナーウイ ンナー でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん こんぶだしこんぶだしこんぶだしこんぶだし

ベ ーコンベ ーコンベ ーコンベ ーコン なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム アスパラ ガスアスパラ ガスアスパラ ガスアスパラ ガス じゃ がい もじゃ がい もじゃ がい もじゃ がい も つ ぶマスタードつ ぶマスタードつ ぶマスタードつ ぶマスタード　　　　 こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う

とりにくのトマトスープとりにくのトマトスープとりにくのトマトスープとりにくのトマトスープ とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　 にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　 トマトトマトトマトトマト にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　 たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ 　　　　 さとうさとうさとうさとう ケチャッ プケチャッ プケチャッ プケチャッ プ 　　　　 ちゅ うのうソースちゅ うのうソースちゅ うのうソースちゅ うのうソース

だい ずだい ずだい ずだい ず コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　 バジルバジルバジルバジル 　　　　 しおしおしおしお 　　　　

こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う　　　　 ローレルローレルローレルローレル

９９９９ さけのマヨネーズやきさけのマヨネーズやきさけのマヨネーズやきさけのマヨネーズやき さけさけさけさけ 　　　　 ぎゅ うにゅ うぎゅ うにゅ うぎゅ うにゅ うぎゅ うにゅ う たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ マヨ ネーズマヨ ネーズマヨ ネーズマヨ ネーズ こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う

きんぴらごぼうきんぴらごぼうきんぴらごぼうきんぴらごぼう さつ まあげさつ まあげさつ まあげさつ まあげ にんじんにんじんにんじんにんじん ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　 こんにゃ くこんにゃ くこんにゃ くこんにゃ く さとうさとうさとうさとう ごまごまごまごま 　　　　 ごまあぶらごまあぶらごまあぶらごまあぶら みりんみりんみりんみりん　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし

すましじるすましじるすましじるすましじる とうふとうふとうふとうふ こまつ なこまつ なこまつ なこまつ な えのき たけえのき たけえのき たけえのき たけ しおしおしおしお 　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 かつ お だしかつ お だしかつ お だしかつ お だし

にんじんにんじんにんじんにんじん わふうだしわふうだしわふうだしわふうだし

１０１０１０１０ かきあげかきあげかきあげかきあげ にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ 　　　　 ごぼうごぼうごぼうごぼう こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　 あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお 　　　　 ベ ーキングパウダーベ ーキングパウダーベ ーキングパウダーベ ーキングパウダー

しゅ んぎくしゅ んぎくしゅ んぎくしゅ んぎく

もやしとわかめのサラダもやしとわかめのサラダもやしとわかめのサラダもやしとわかめのサラダ わかめわかめわかめわかめ もやしもやしもやしもやし 　　　　 き ゅ うりき ゅ うりき ゅ うりき ゅ うり かんき つ ドレッ シングかんき つ ドレッ シングかんき つ ドレッ シングかんき つ ドレッ シング

（（（（ かんきつドレッシングかんきつドレッシングかんきつドレッシングかんきつドレッシング））））

さんさいうどんじるさんさいうどんじるさんさいうどんじるさんさいうどんじる ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく こまつ なこまつ なこまつ なこまつ な しい たけしい たけしい たけしい たけ 　　　　 わらびわらびわらびわらび　　　　 ふきふきふきふき さとうさとうさとうさとう　　　　 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 みりんみりんみりんみりん　　　　 しおしおしおしお

あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ にんじんにんじんにんじんにんじん ひらたけひらたけひらたけひらたけ 　　　　 みずなみずなみずなみずな 　　　　 ねぎねぎねぎねぎ かつ お だしかつ お だしかつ お だしかつ お だし

たけ のこたけ のこたけ のこたけ のこ　　　　 だい こんだい こんだい こんだい こん

１４１４１４１４ さばのみそだれがけさばのみそだれがけさばのみそだれがけさばのみそだれがけ さばさばさばさば 　　　　 みそみそみそみそ さとうさとうさとうさとう　　　　 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん みりんみりんみりんみりん　　　　 さけさけさけさけ 　　　　 しおしおしおしお

こまつなといとかまぼこのおひたしこまつなといとかまぼこのおひたしこまつなといとかまぼこのおひたしこまつなといとかまぼこのおひたし い とかまぼこい とかまぼこい とかまぼこい とかまぼこ こまつ なこまつ なこまつ なこまつ な しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 みりんみりんみりんみりん　　　　 わふうだしわふうだしわふうだしわふうだし

きりぼしだいこんのみそしるきりぼしだいこんのみそしるきりぼしだいこんのみそしるきりぼしだいこんのみそしる あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ にんじんにんじんにんじんにんじん き りぼしだい こんき りぼしだい こんき りぼしだい こんき りぼしだい こん　　　　 ねぎねぎねぎねぎ かつ お だしかつ お だしかつ お だしかつ お だし 　　　　 わふうだしわふうだしわふうだしわふうだし

みそみそみそみそ

１５１５１５１５

パンこパンこパンこパンこ　　　　 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しおしおしおしお 　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ

えびかつえびかつえびかつえびかつ（（（（ ソースソースソースソース）））） えびえびえびえび　　　　 すりみすりみすりみすりみ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　 さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら ちゅ うのうソースちゅ うのうソースちゅ うのうソースちゅ うのうソース

ペンネのトマトソースペンネのトマトソースペンネのトマトソースペンネのトマトソース なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム ブロッ コリーブロッ コリーブロッ コリーブロッ コリー にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　 セロリーセロリーセロリーセロリー ペ ンネマカ ロニペ ンネマカ ロニペ ンネマカ ロニペ ンネマカ ロニ バターバターバターバター ケチャッ プケチャッ プケチャッ プケチャッ プ 　　　　 しおしおしおしお 　　　　 こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う

トマトトマトトマトトマト ローレルローレルローレルローレル 　　　　 バジルバジルバジルバジル 　　　　 しろ ワイ ンしろ ワイ ンしろ ワイ ンしろ ワイ ン

コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　 パプリカ パウダーパプリカ パウダーパプリカ パウダーパプリカ パウダー

コーンスープコーンスープコーンスープコーンスープ ベ ーコンベ ーコンベ ーコンベ ーコン ぎゅ うにゅ うぎゅ うにゅ うぎゅ うにゅ うぎゅ うにゅ う パセリパセリパセリパセリ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ 　　　　 コーンコーンコーンコーン でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん バターバターバターバター しおしおしおしお 　　　　 こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う　　　　 コンソメコンソメコンソメコンソメ

なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム

おいわいゼリーおいわいゼリーおいわいゼリーおいわいゼリー い ちごい ちごい ちごい ちご 　　　　 クラ ンベ リークラ ンベ リークラ ンベ リークラ ンベ リー グラ ニューとうグラ ニューとうグラ ニューとうグラ ニューとう

１６１６１６１６

いわしのエシャレットソースいわしのエシャレットソースいわしのエシャレットソースいわしのエシャレットソース い わしい わしい わしい わし エシャレッ トエシャレッ トエシャレッ トエシャレッ ト でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　 バターバターバターバター しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 みりんみりんみりんみりん

みずなとだいずのうめあえみずなとだいずのうめあえみずなとだいずのうめあえみずなとだいずのうめあえ だい ずだい ずだい ずだい ず ひじきひじきひじきひじき みずなみずなみずなみずな 　　　　 もやしもやしもやしもやし 　　　　 ねりうめねりうめねりうめねりうめ さとうさとうさとうさとう すすすす　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ

かつ お ぶしかつ お ぶしかつ お ぶしかつ お ぶし

にらとたまごのみそしるにらとたまごのみそしるにらとたまごのみそしるにらとたまごのみそしる たまごたまごたまごたまご 　　　　 みそみそみそみそ にらにらにらにら じゃ がい もじゃ がい もじゃ がい もじゃ がい も かつ お だしかつ お だしかつ お だしかつ お だし 　　　　 わふうだしわふうだしわふうだしわふうだし

とうふとうふとうふとうふ にんじんにんじんにんじんにんじん

１７１７１７１７

めだまやきめだまやきめだまやきめだまやき たまごたまごたまごたまご あぶらあぶらあぶらあぶら

ガパオいためガパオいためガパオいためガパオいため とりにくとりにくとりにくとりにく あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ 　　　　 にんにくにんにくにんにくにんにく さとうさとうさとうさとう ごまあぶらごまあぶらごまあぶらごまあぶら バジルバジルバジルバジル 　　　　 みりんみりんみりんみりん　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ

だい ずだい ずだい ずだい ず オイ スターソースオイ スターソースオイ スターソースオイ スターソース 　　　　 こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う

がらスープがらスープがらスープがらスープ 　　　　 さけさけさけさけ

えびボールとはるさめのスープえびボールとはるさめのスープえびボールとはるさめのスープえびボールとはるさめのスープ たらたらたらたら にんじんにんじんにんじんにんじん えのき たけえのき たけえのき たけえのき たけ 　　　　 ねぎねぎねぎねぎ はるさめはるさめはるさめはるさめ　　　　 さとうさとうさとうさとう コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 しおしおしおしお

あまえびあまえびあまえびあまえび チンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う

２０２０２０２０ ほうれんそうとツナのサラダほうれんそうとツナのサラダほうれんそうとツナのサラダほうれんそうとツナのサラダ ツナツナツナツナ ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう もやしもやしもやしもやし たまねぎド レッシン グたまねぎド レッシン グたまねぎド レッシン グたまねぎド レッシン グ

（（（（ たまねぎドレッシングたまねぎドレッシングたまねぎドレッシングたまねぎドレッシング））））

ナタデココフルーツナタデココフルーツナタデココフルーツナタデココフルーツ みかんみかんみかんみかん　　　　 パイ ンアッ プルパイ ンアッ プルパイ ンアッ プルパイ ンアッ プル ナタデココナタデココナタデココナタデココ

カレーカレーカレーカレー ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ 　　　　 しょ うがしょ うがしょ うがしょ うが 　　　　 りんごりんごりんごりんご じゃ がい もじゃ がい もじゃ がい もじゃ がい も あぶらあぶらあぶらあぶら カ レーこカ レーこカ レーこカ レーこ　　　　 ウスターソースウスターソースウスターソースウスターソース

だい ずだい ずだい ずだい ず トマトトマトトマトトマト にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　 パパイ ヤパパイ ヤパパイ ヤパパイ ヤ　　　　 レーズンレーズンレーズンレーズン こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　 さとうさとうさとうさとう ローレルローレルローレルローレル 　　　　 ケチャッ プケチャッ プケチャッ プケチャッ プ 　　　　 しおしおしおしお

２１２１２１２１ はるまきはるまきはるまきはるまき とりにくとりにくとりにくとりにく にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ 　　　　 キャベ ツキャベ ツキャベ ツキャベ ツ 　　　　 たけ のこたけ のこたけ のこたけ のこ こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 しおしおしおしお

もやしもやしもやしもやし はるさめはるさめはるさめはるさめ　　　　 さとうさとうさとうさとう

チンジャオロースーチンジャオロースーチンジャオロースーチンジャオロースー ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく ピーマンピーマンピーマンピーマン 　　　　 しょ うがしょ うがしょ うがしょ うが 　　　　 たけ のこたけ のこたけ のこたけ のこ さとうさとうさとうさとう ごまあぶらごまあぶらごまあぶらごまあぶら しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 テンメンジャンテンメンジャンテンメンジャンテンメンジャン

あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン ねぎねぎねぎねぎ 　　　　 にんにくにんにくにんにくにんにく でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん さけさけさけさけ 　　　　 オイ スターソースオイ スターソースオイ スターソースオイ スターソース

わかめスープわかめスープわかめスープわかめスープ なまあげなまあげなまあげなまあげ わかめわかめわかめわかめ ねぎねぎねぎねぎ ごまあぶらごまあぶらごまあぶらごまあぶら ちゅ うかスープちゅ うかスープちゅ うかスープちゅ うかスープ 　　　　 しおしおしおしお

がらスープがらスープがらスープがらスープ 　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ

２２２２２２２２

パセリパセリパセリパセリ

チキンのオーブンやきチキンのオーブンやきチキンのオーブンやきチキンのオーブンやき とりにくとりにくとりにくとりにく チーズチーズチーズチーズ あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン 　　　　 パンこパンこパンこパンこ　　　　 さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 しおしおしおしお 　　　　

ブロッコリーのサラダブロッコリーのサラダブロッコリーのサラダブロッコリーのサラダ ブロッ コリーブロッ コリーブロッ コリーブロッ コリー コーンコーンコーンコーン ごまドレッ シングごまドレッ シングごまドレッ シングごまドレッ シング

（（（（ ごまドレッシングごまドレッシングごまドレッシングごまドレッシング））））

やきそばやきそばやきそばやきそば ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん キャベ ツキャベ ツキャベ ツキャベ ツ ちゅ うかめんちゅ うかめんちゅ うかめんちゅ うかめん やき そばソースやき そばソースやき そばソースやき そばソース 　　　　 こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う

２３２３２３２３ さわらのさいきょうやきさわらのさいきょうやきさわらのさいきょうやきさわらのさいきょうやき さわらさわらさわらさわら　　　　 みそみそみそみそ トマトトマトトマトトマト さとうさとうさとうさとう しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 みりんみりんみりんみりん

たけのこのとさにたけのこのとさにたけのこのとさにたけのこのとさに かつ お ぶしかつ お ぶしかつ お ぶしかつ お ぶし にんじんにんじんにんじんにんじん たけ のこたけ のこたけ のこたけ のこ　　　　 グリンピースグリンピースグリンピースグリンピース さとうさとうさとうさとう しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 みりんみりんみりんみりん　　　　 さけさけさけさけ

わふうだしわふうだしわふうだしわふうだし
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２４２４２４２４ いかフリッターいかフリッターいかフリッターいかフリッター （（（（ ２２２２ ，，，，３３３３ ）））） い かい かい かい か 　　　　 お き あみお き あみお き あみお き あみ のりのりのりのり こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 しおしおしおしお 　　　　
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にゅうがく・しんきゅうおいわいこんだてにゅうがく・しんきゅうおいわいこんだてにゅうがく・しんきゅうおいわいこんだてにゅうがく・しんきゅうおいわいこんだて

いばらきをたべようこんだていばらきをたべようこんだていばらきをたべようこんだていばらきをたべようこんだて

せかいのたべもののたびせかいのたべもののたびせかいのたべもののたびせかいのたべもののたび ～～～～タイタイタイタイ～～～～



平成平成平成平成

へいせい

２７２７２７２７ 年年年年

ねん

度度度度

ど

日日日日

ひ

曜曜曜曜

よう

日日日日

び

１１１１群群群群

ぐん

魚魚魚魚

さかな

・・・・ 肉肉肉肉

にく

・・・・ 卵卵卵卵

たまご

豆豆豆豆

まめ

・・・・ 豆製品豆製品豆製品豆製品

まめせいひん

２２２２群群群群

ぐん

牛乳牛乳牛乳牛乳

ぎゅうにゅう

　　　　・・・・ 　　　　小魚小魚小魚小魚

こざかな

海藻海藻海藻海藻

かいそう

３３３３群群群群

ぐん

緑黄色緑黄色緑黄色緑黄色

りょくおうしょく

野菜野菜野菜野菜

やさい

４４４４群群群群

ぐん

そのそのそのその 他他他他

た

のののの 野菜野菜野菜野菜

やさい

き のこ・き のこ・き のこ・き のこ・ 果物果物果物果物

くだもの

・・・・ 他他他他

ほか

５５５５群群群群

ぐん

穀類穀類穀類穀類

こくるい

・ い も・ い も・ い も・ い も類類類類

るい

砂糖砂糖砂糖砂糖

さとう

６６６６ 群群群群

ぐん

油脂油脂油脂油脂

ゆし

種実類種実類種実類種実類

しゅじつるい

８８８８ ぶたにくのスタミナやきぶたにくのスタミナやきぶたにくのスタミナやきぶたにくのスタミナやき ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　 たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ さとうさとうさとうさとう ごまごまごまごま しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 オイ スターソースオイ スターソースオイ スターソースオイ スターソース

みそみそみそみそ ごまあぶらごまあぶらごまあぶらごまあぶら トウバンジャントウバンジャントウバンジャントウバンジャン 　　　　 みりんみりんみりんみりん　　　　

こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う　　　　 さけさけさけさけ

こまつなのナムルこまつなのナムルこまつなのナムルこまつなのナムル こまつ なこまつ なこまつ なこまつ な 　　　　 にらにらにらにら だい ずもやしだい ずもやしだい ずもやしだい ずもやし 　　　　 ねぎねぎねぎねぎ さとうさとうさとうさとう ごまごまごまごま しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 すすすす　　　　

にんじんにんじんにんじんにんじん き りぼしだい こんき りぼしだい こんき りぼしだい こんき りぼしだい こん　　　　 にんにくにんにくにんにくにんにく ごまあぶらごまあぶらごまあぶらごまあぶら とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし 　　　　 こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う

みずなのスープみずなのスープみずなのスープみずなのスープ とうふとうふとうふとうふ にんじんにんじんにんじんにんじん みずなみずなみずなみずな 　　　　 もやしもやしもやしもやし 　　　　 ねぎねぎねぎねぎ ちゅ うかスープちゅ うかスープちゅ うかスープちゅ うかスープ 　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ

しょ うがしょ うがしょ うがしょ うが がらスープがらスープがらスープがらスープ 　　　　 こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う

９９９９ かきあげかきあげかきあげかきあげ にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ 　　　　 ごぼうごぼうごぼうごぼう こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　 あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお 　　　　 ベ ーキングパウダーベ ーキングパウダーベ ーキングパウダーベ ーキングパウダー

しゅ んぎくしゅ んぎくしゅ んぎくしゅ んぎく

もやしとわかめのサラダもやしとわかめのサラダもやしとわかめのサラダもやしとわかめのサラダ わかめわかめわかめわかめ もやしもやしもやしもやし 　　　　 き ゅ うりき ゅ うりき ゅ うりき ゅ うり かんき つ ドレッ シングかんき つ ドレッ シングかんき つ ドレッ シングかんき つ ドレッ シング

（（（（ かんきつドレッシングかんきつドレッシングかんきつドレッシングかんきつドレッシング））））

さんさいうどんじるさんさいうどんじるさんさいうどんじるさんさいうどんじる ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく こまつ なこまつ なこまつ なこまつ な しい たけしい たけしい たけしい たけ 　　　　 わらびわらびわらびわらび　　　　 ふきふきふきふき さとうさとうさとうさとう　　　　 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 みりんみりんみりんみりん　　　　 しおしおしおしお

あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ にんじんにんじんにんじんにんじん ひらたけひらたけひらたけひらたけ 　　　　 みずなみずなみずなみずな 　　　　 ねぎねぎねぎねぎ かつ お だしかつ お だしかつ お だしかつ お だし

たけ のこたけ のこたけ のこたけ のこ　　　　 だい こんだい こんだい こんだい こん

１０１０１０１０ さけのマヨネーズやきさけのマヨネーズやきさけのマヨネーズやきさけのマヨネーズやき さけさけさけさけ 　　　　 ぎゅ うにゅ うぎゅ うにゅ うぎゅ うにゅ うぎゅ うにゅ う たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ マヨ ネーズマヨ ネーズマヨ ネーズマヨ ネーズ こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う

きんぴらごぼうきんぴらごぼうきんぴらごぼうきんぴらごぼう さつ まあげさつ まあげさつ まあげさつ まあげ にんじんにんじんにんじんにんじん ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　 こんにゃ くこんにゃ くこんにゃ くこんにゃ く さとうさとうさとうさとう ごまごまごまごま 　　　　 ごまあぶらごまあぶらごまあぶらごまあぶら みりんみりんみりんみりん　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし

すましじるすましじるすましじるすましじる とうふとうふとうふとうふ こまつ なこまつ なこまつ なこまつ な えのき たけえのき たけえのき たけえのき たけ しおしおしおしお 　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 かつ お だしかつ お だしかつ お だしかつ お だし

にんじんにんじんにんじんにんじん わふうだしわふうだしわふうだしわふうだし

１４１４１４１４

パンこパンこパンこパンこ　　　　 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しおしおしおしお 　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ

えびかつえびかつえびかつえびかつ（（（（ ソースソースソースソース）））） えびえびえびえび　　　　 すりみすりみすりみすりみ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　 さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら ちゅ うのうソースちゅ うのうソースちゅ うのうソースちゅ うのうソース

ペンネのトマトソースペンネのトマトソースペンネのトマトソースペンネのトマトソース なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム ブロッ コリーブロッ コリーブロッ コリーブロッ コリー にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　 セロリーセロリーセロリーセロリー ペ ンネマカ ロニペ ンネマカ ロニペ ンネマカ ロニペ ンネマカ ロニ バターバターバターバター ケチャッ プケチャッ プケチャッ プケチャッ プ 　　　　 しおしおしおしお 　　　　 こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う

トマトトマトトマトトマト ローレルローレルローレルローレル 　　　　 バジルバジルバジルバジル 　　　　 しろ ワイ ンしろ ワイ ンしろ ワイ ンしろ ワイ ン

コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　 パプリカ パウダーパプリカ パウダーパプリカ パウダーパプリカ パウダー

コーンスープコーンスープコーンスープコーンスープ ベ ーコンベ ーコンベ ーコンベ ーコン ぎゅ うにゅ うぎゅ うにゅ うぎゅ うにゅ うぎゅ うにゅ う パセリパセリパセリパセリ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ 　　　　 コーンコーンコーンコーン でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん バターバターバターバター しおしおしおしお 　　　　 こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う　　　　 コンソメコンソメコンソメコンソメ

なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム

おいわいゼリーおいわいゼリーおいわいゼリーおいわいゼリー い ちごい ちごい ちごい ちご 　　　　 クラ ンベ リークラ ンベ リークラ ンベ リークラ ンベ リー グラ ニューとうグラ ニューとうグラ ニューとうグラ ニューとう

１５１５１５１５ さばのみそだれがけさばのみそだれがけさばのみそだれがけさばのみそだれがけ さばさばさばさば 　　　　 みそみそみそみそ さとうさとうさとうさとう　　　　 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん みりんみりんみりんみりん　　　　 さけさけさけさけ 　　　　 しおしおしおしお

こまつなといとかまぼこのおひたしこまつなといとかまぼこのおひたしこまつなといとかまぼこのおひたしこまつなといとかまぼこのおひたし い とかまぼこい とかまぼこい とかまぼこい とかまぼこ こまつ なこまつ なこまつ なこまつ な しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 みりんみりんみりんみりん　　　　 わふうだしわふうだしわふうだしわふうだし

きりぼしだいこんのみそしるきりぼしだいこんのみそしるきりぼしだいこんのみそしるきりぼしだいこんのみそしる あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ にんじんにんじんにんじんにんじん き りぼしだい こんき りぼしだい こんき りぼしだい こんき りぼしだい こん　　　　 ねぎねぎねぎねぎ かつ お だしかつ お だしかつ お だしかつ お だし 　　　　 わふうだしわふうだしわふうだしわふうだし

みそみそみそみそ

１６１６１６１６

めだまやきめだまやきめだまやきめだまやき たまごたまごたまごたまご あぶらあぶらあぶらあぶら

ガパオいためガパオいためガパオいためガパオいため とりにくとりにくとりにくとりにく あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ 　　　　 にんにくにんにくにんにくにんにく さとうさとうさとうさとう ごまあぶらごまあぶらごまあぶらごまあぶら バジルバジルバジルバジル 　　　　 みりんみりんみりんみりん　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ

だい ずだい ずだい ずだい ず オイ スターソースオイ スターソースオイ スターソースオイ スターソース 　　　　 こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う

がらスープがらスープがらスープがらスープ 　　　　 さけさけさけさけ

えびボールとはるさめのスープえびボールとはるさめのスープえびボールとはるさめのスープえびボールとはるさめのスープ たらたらたらたら にんじんにんじんにんじんにんじん えのき たけえのき たけえのき たけえのき たけ 　　　　 ねぎねぎねぎねぎ はるさめはるさめはるさめはるさめ　　　　 さとうさとうさとうさとう コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 しおしおしおしお

あまえびあまえびあまえびあまえび チンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う

１７１７１７１７

いわしのエシャレットソースいわしのエシャレットソースいわしのエシャレットソースいわしのエシャレットソース い わしい わしい わしい わし エシャレッ トエシャレッ トエシャレッ トエシャレッ ト でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　 バターバターバターバター しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 みりんみりんみりんみりん

みずなとだいずのうめあえみずなとだいずのうめあえみずなとだいずのうめあえみずなとだいずのうめあえ だい ずだい ずだい ずだい ず ひじきひじきひじきひじき みずなみずなみずなみずな 　　　　 もやしもやしもやしもやし 　　　　 ねりうめねりうめねりうめねりうめ さとうさとうさとうさとう すすすす　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ

かつ お ぶしかつ お ぶしかつ お ぶしかつ お ぶし

にらとたまごのみそしるにらとたまごのみそしるにらとたまごのみそしるにらとたまごのみそしる たまごたまごたまごたまご 　　　　 みそみそみそみそ にらにらにらにら じゃ がい もじゃ がい もじゃ がい もじゃ がい も かつ お だしかつ お だしかつ お だしかつ お だし 　　　　 わふうだしわふうだしわふうだしわふうだし

とうふとうふとうふとうふ にんじんにんじんにんじんにんじん

２０２０２０２０ ハンバーグのわふうソースハンバーグのわふうソースハンバーグのわふうソースハンバーグのわふうソース とりにくとりにくとりにくとりにく だい こんだい こんだい こんだい こん　　　　 しょ うがしょ うがしょ うがしょ うが さとうさとうさとうさとう　　　　 パンこパンこパンこパンこ しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 みりんみりんみりんみりん　　　　 さけさけさけさけ

ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん ケチャッ プケチャッ プケチャッ プケチャッ プ 　　　　 しおしおしおしお 　　　　

いんげんとコーンのソテーいんげんとコーンのソテーいんげんとコーンのソテーいんげんとコーンのソテー ベ ーコンベ ーコンベ ーコンベ ーコン さやい んげんさやい んげんさやい んげんさやい んげん コーンコーンコーンコーン バターバターバターバター コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う

もやしのスープもやしのスープもやしのスープもやしのスープ ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん もやしもやしもやしもやし 　　　　 ねぎねぎねぎねぎ 　　　　 しょ うがしょ うがしょ うがしょ うが しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 しおしおしおしお 　　　　 がらスープがらスープがらスープがらスープ

こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う　　　　 オイ スターソースオイ スターソースオイ スターソースオイ スターソース

２１２１２１２１

パセリパセリパセリパセリ

チキンのオーブンやきチキンのオーブンやきチキンのオーブンやきチキンのオーブンやき とりにくとりにくとりにくとりにく チーズチーズチーズチーズ あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン 　　　　 パンこパンこパンこパンこ　　　　 さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 しおしおしおしお 　　　　

ブロッコリーのサラダブロッコリーのサラダブロッコリーのサラダブロッコリーのサラダ ブロッ コリーブロッ コリーブロッ コリーブロッ コリー コーンコーンコーンコーン ごまドレッ シングごまドレッ シングごまドレッ シングごまドレッ シング

（（（（ ごまドレッシングごまドレッシングごまドレッシングごまドレッシング））））

やきそばやきそばやきそばやきそば ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん キャベ ツキャベ ツキャベ ツキャベ ツ ちゅ うかめんちゅ うかめんちゅ うかめんちゅ うかめん やき そばソースやき そばソースやき そばソースやき そばソース 　　　　 こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う

２２２２２２２２ はるまきはるまきはるまきはるまき とりにくとりにくとりにくとりにく にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ 　　　　 キャベ ツキャベ ツキャベ ツキャベ ツ 　　　　 たけ のこたけ のこたけ のこたけ のこ こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 しおしおしおしお

もやしもやしもやしもやし はるさめはるさめはるさめはるさめ　　　　 さとうさとうさとうさとう

チンジャオロースーチンジャオロースーチンジャオロースーチンジャオロースー ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく ピーマンピーマンピーマンピーマン 　　　　 しょ うがしょ うがしょ うがしょ うが 　　　　 たけ のこたけ のこたけ のこたけ のこ さとうさとうさとうさとう ごまあぶらごまあぶらごまあぶらごまあぶら しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 テンメンジャンテンメンジャンテンメンジャンテンメンジャン

あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン ねぎねぎねぎねぎ 　　　　 にんにくにんにくにんにくにんにく でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん さけさけさけさけ 　　　　 オイ スターソースオイ スターソースオイ スターソースオイ スターソース

わかめスープわかめスープわかめスープわかめスープ なまあげなまあげなまあげなまあげ わかめわかめわかめわかめ ねぎねぎねぎねぎ ごまあぶらごまあぶらごまあぶらごまあぶら ちゅ うかスープちゅ うかスープちゅ うかスープちゅ うかスープ 　　　　 しおしおしおしお

がらスープがらスープがらスープがらスープ 　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ

２３２３２３２３ いかフリッターいかフリッターいかフリッターいかフリッター （（（（ ２２２２ ，，，，３３３３ ）））） い かい かい かい か 　　　　 お き あみお き あみお き あみお き あみ のりのりのりのり こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 しおしおしおしお 　　　　

さとうさとうさとうさとう　　　　 こめここめここめここめこ ベ ーキングパウダーベ ーキングパウダーベ ーキングパウダーベ ーキングパウダー

ひじきサラダひじきサラダひじきサラダひじきサラダ（（（（ ちゅうかドレッシングちゅうかドレッシングちゅうかドレッシングちゅうかドレッシング）））） ひじきひじきひじきひじき キャベ ツキャベ ツキャベ ツキャベ ツ 　　　　 えだまめえだまめえだまめえだまめ　　　　 コーンコーンコーンコーン ち ゅ う かド レッシン グち ゅ う かド レッシン グち ゅ う かド レッシン グち ゅ う かド レッシン グ

にくみそごまスープにくみそごまスープにくみそごまスープにくみそごまスープ とりにくとりにくとりにくとりにく にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　 にらにらにらにら もやしもやしもやしもやし 　　　　 ねぎねぎねぎねぎ 　　　　 しょ うがしょ うがしょ うがしょ うが ごまごまごまごま 　　　　 ごまあぶらごまあぶらごまあぶらごまあぶら しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 トウバンジャントウバンジャントウバンジャントウバンジャン 　　　　 さけさけさけさけ

みそみそみそみそ にんにくにんにくにんにくにんにく がらスープがらスープがらスープがらスープ 　　　　 ちゅ うかスープちゅ うかスープちゅ うかスープちゅ うかスープ

２４２４２４２４ さわらのさいきょうやきさわらのさいきょうやきさわらのさいきょうやきさわらのさいきょうやき さわらさわらさわらさわら　　　　 みそみそみそみそ トマトトマトトマトトマト さとうさとうさとうさとう しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 みりんみりんみりんみりん

たけのこのとさにたけのこのとさにたけのこのとさにたけのこのとさに かつ お ぶしかつ お ぶしかつ お ぶしかつ お ぶし にんじんにんじんにんじんにんじん たけ のこたけ のこたけ のこたけ のこ　　　　 グリンピースグリンピースグリンピースグリンピース さとうさとうさとうさとう しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 みりんみりんみりんみりん　　　　 さけさけさけさけ

わふうだしわふうだしわふうだしわふうだし

とんじるとんじるとんじるとんじる ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　 みそみそみそみそ にんじんにんじんにんじんにんじん こんにゃ くこんにゃ くこんにゃ くこんにゃ く　　　　 ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　 ねぎねぎねぎねぎ じゃ がい もじゃ がい もじゃ がい もじゃ がい も かつ お だしかつ お だしかつ お だしかつ お だし 　　　　 わふうだしわふうだしわふうだしわふうだし

なまあげなまあげなまあげなまあげ だい こんだい こんだい こんだい こん

２７２７２７２７ ほうれんそうとツナのサラダほうれんそうとツナのサラダほうれんそうとツナのサラダほうれんそうとツナのサラダ ツナツナツナツナ ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう もやしもやしもやしもやし たまねぎド レッシン グたまねぎド レッシン グたまねぎド レッシン グたまねぎド レッシン グ

（（（（ たまねぎドレッシングたまねぎドレッシングたまねぎドレッシングたまねぎドレッシング））））

ナタデココフルーツナタデココフルーツナタデココフルーツナタデココフルーツ みかんみかんみかんみかん　　　　 パイ ンアッ プルパイ ンアッ プルパイ ンアッ プルパイ ンアッ プル ナタデココナタデココナタデココナタデココ

カレーカレーカレーカレー ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ 　　　　 しょ うがしょ うがしょ うがしょ うが 　　　　 りんごりんごりんごりんご じゃ がい もじゃ がい もじゃ がい もじゃ がい も あぶらあぶらあぶらあぶら カ レーこカ レーこカ レーこカ レーこ　　　　 ウスターソースウスターソースウスターソースウスターソース

だい ずだい ずだい ずだい ず トマトトマトトマトトマト にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　 パパイ ヤパパイ ヤパパイ ヤパパイ ヤ　　　　 レーズンレーズンレーズンレーズン こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　 さとうさとうさとうさとう ローレルローレルローレルローレル 　　　　 ケチャッ プケチャッ プケチャッ プケチャッ プ 　　　　 しおしおしおしお

２８２８２８２８ にくだんごケチャップソースにくだんごケチャップソースにくだんごケチャップソースにくだんごケチャップソース（（（（ ２２２２ ，，，，３３３３ ）））） とりにくとりにくとりにくとりにく たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ パンこパンこパンこパンこ　　　　 さとうさとうさとうさとう　　　　 あぶらあぶらあぶらあぶら ケチャッ プケチャッ プケチャッ プケチャッ プ 　　　　 すすすす　　　　 しおしおしおしお 　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う

イタリアンサラダイタリアンサラダイタリアンサラダイタリアンサラダ（（（（ ソイドレッシングソイドレッシングソイドレッシングソイドレッシング）））） あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン キャベ ツキャベ ツキャベ ツキャベ ツ 　　　　 き ゅ うりき ゅ うりき ゅ うりき ゅ うり ソイ ドレッ シングソイ ドレッ シングソイ ドレッ シングソイ ドレッ シング

き ピーマンき ピーマンき ピーマンき ピーマン

はくさいのクリームスープはくさいのクリームスープはくさいのクリームスープはくさいのクリームスープ あさりあさりあさりあさり ぎゅ うにゅ うぎゅ うにゅ うぎゅ うにゅ うぎゅ うにゅ う にんじんにんじんにんじんにんじん はくさいはくさいはくさいはくさい 　　　　 たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん バターバターバターバター しおしおしおしお 　　　　 こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う　　　　 コンソメコンソメコンソメコンソメ

ベ ーコンベ ーコンベ ーコンベ ーコン なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム

チーズチーズチーズチーズ

３０３０３０３０ あじのなんばんづけあじのなんばんづけあじのなんばんづけあじのなんばんづけ あじあじあじあじ にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　 さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 みりんみりんみりんみりん　　　　 すすすす

がんもどきのにものがんもどきのにものがんもどきのにものがんもどきのにもの がんもどきがんもどきがんもどきがんもどき にんじんにんじんにんじんにんじん さとうさとうさとうさとう しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 さけさけさけさけ 　　　　 みりんみりんみりんみりん　　　　

かつ お ぶしかつ お ぶしかつ お ぶしかつ お ぶし わふうだしわふうだしわふうだしわふうだし

けんちんじるけんちんじるけんちんじるけんちんじる とりにくとりにくとりにくとりにく にんじんにんじんにんじんにんじん だい こんだい こんだい こんだい こん　　　　 こんにゃ くこんにゃ くこんにゃ くこんにゃ く じゃ がい もじゃ がい もじゃ がい もじゃ がい も かつ お だしかつ お だしかつ お だしかつ お だし 　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 しおしおしおしお

ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　 ねぎねぎねぎねぎ
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ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう
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ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

ごはんごはんごはんごはん

お もに エネルギ ー に なるお もに エネルギ ー に なるお もに エネルギ ー に なるお もに エネルギ ー に なる

６４８６４８６４８６４８

２６２６２６２６ ．．．．５５５５
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水水水水

すい
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２６２６２６２６ ．．．．３３３３
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金金金金

きん

テーブルテーブルテーブルテーブル

ロールロールロールロール

木木木木

も く

金金金金

き ん

ソフトソフトソフトソフト
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火火火火

か

むぎむぎむぎむぎ

ごはんごはんごはんごはん

金金金金
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ミルクミルクミルクミルク

パンパンパンパン

月月月月

げ つ

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

こうやしょうリクエストメニューこうやしょうリクエストメニューこうやしょうリクエストメニューこうやしょうリクエストメニュー

http://moriya.jed.jp/kyou iku/937/

にゅうがく・しんきゅうおいわいこんだてにゅうがく・しんきゅうおいわいこんだてにゅうがく・しんきゅうおいわいこんだてにゅうがく・しんきゅうおいわいこんだて

いばらきをたべようこんだていばらきをたべようこんだていばらきをたべようこんだていばらきをたべようこんだて

せかいのたべもののたびせかいのたべもののたびせかいのたべもののたびせかいのたべもののたび ～～～～タイタイタイタイ～～～～



平成平成平成平成

へいせい

２７２７２７２７ 年年年年

ねん

度度度度

ど

日日日日

ひ

曜曜曜曜

よう

日日日日

び

１１１１群群群群

ぐん

魚魚魚魚

さかな

・・・・ 肉肉肉肉

にく

・・・・ 卵卵卵卵

たまご

豆豆豆豆

まめ

・・・・ 豆製品豆製品豆製品豆製品

まめせいひん

２２２２群群群群

ぐん

牛乳牛乳牛乳牛乳

ぎゅうにゅう

　　　　・・・・ 　　　　小魚小魚小魚小魚

こざかな

海藻海藻海藻海藻

かいそう

３３３３群群群群

ぐん

緑黄色緑黄色緑黄色緑黄色

りょくおうしょく

野菜野菜野菜野菜

やさい

４４４４群群群群

ぐん

そのそのそのその 他他他他

た

のののの 野菜野菜野菜野菜

やさい

き のこ・き のこ・き のこ・き のこ・ 果物果物果物果物

くだもの

・・・・ 他他他他

ほか

５５５５群群群群

ぐん

穀類穀類穀類穀類

こくるい

・ い も・ い も・ い も・ い も類類類類

るい

砂糖砂糖砂糖砂糖

さとう

６６６６ 群群群群

ぐん

油脂油脂油脂油脂

ゆし

種実類種実類種実類種実類

しゅじつるい

７７７７ ようふうたまごやきようふうたまごやきようふうたまごやきようふうたまごやき たまごたまごたまごたまご 　　　　 さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら すすすす　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 かつ お だしかつ お だしかつ お だしかつ お だし 　　　　 しおしおしおしお

ウイ ンナーウイ ンナーウイ ンナーウイ ンナー でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん こんぶだしこんぶだしこんぶだしこんぶだし

ベ ーコンベ ーコンベ ーコンベ ーコン なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム アスパラ ガスアスパラ ガスアスパラ ガスアスパラ ガス じゃ がい もじゃ がい もじゃ がい もじゃ がい も つ ぶマスタードつ ぶマスタードつ ぶマスタードつ ぶマスタード　　　　 こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う

とりにくのトマトスープとりにくのトマトスープとりにくのトマトスープとりにくのトマトスープ とりにくとりにくとりにくとりにく　　　　 にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　 トマトトマトトマトトマト にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　 たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ 　　　　 さとうさとうさとうさとう ケチャッ プケチャッ プケチャッ プケチャッ プ 　　　　 ちゅ うのうソースちゅ うのうソースちゅ うのうソースちゅ うのうソース

だい ずだい ずだい ずだい ず コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　 バジルバジルバジルバジル 　　　　 しおしおしおしお 　　　　

こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う　　　　 ローレルローレルローレルローレル

８８８８

しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 オイ スターソースオイ スターソースオイ スターソースオイ スターソース

ぶたにくのスタミナやきぶたにくのスタミナやきぶたにくのスタミナやきぶたにくのスタミナやき ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　 たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ さとうさとうさとうさとう ごまあぶらごまあぶらごまあぶらごまあぶら トウバンジャントウバンジャントウバンジャントウバンジャン 　　　　 みりんみりんみりんみりん　　　　

みそみそみそみそ ごまごまごまごま こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う　　　　 さけさけさけさけ

こまつなのナムルこまつなのナムルこまつなのナムルこまつなのナムル こまつ なこまつ なこまつ なこまつ な 　　　　 にらにらにらにら だい ずもやしだい ずもやしだい ずもやしだい ずもやし 　　　　 ねぎねぎねぎねぎ さとうさとうさとうさとう ごまごまごまごま しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 すすすす　　　　

にんじんにんじんにんじんにんじん き りぼしだい こんき りぼしだい こんき りぼしだい こんき りぼしだい こん　　　　 にんにくにんにくにんにくにんにく ごまあぶらごまあぶらごまあぶらごまあぶら とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし 　　　　 こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う

みずなのスープみずなのスープみずなのスープみずなのスープ とうふとうふとうふとうふ にんじんにんじんにんじんにんじん みずなみずなみずなみずな 　　　　 もやしもやしもやしもやし 　　　　 ねぎねぎねぎねぎ ちゅ うかスープちゅ うかスープちゅ うかスープちゅ うかスープ 　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ

しょ うがしょ うがしょ うがしょ うが がらスープがらスープがらスープがらスープ 　　　　 こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う

おいわいゼリーおいわいゼリーおいわいゼリーおいわいゼリー い ちごい ちごい ちごい ちご 　　　　 クラ ンベ リークラ ンベ リークラ ンベ リークラ ンベ リー グラ ニューとうグラ ニューとうグラ ニューとうグラ ニューとう

９９９９ かきあげかきあげかきあげかきあげ にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ 　　　　 ごぼうごぼうごぼうごぼう こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　 あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお 　　　　 ベ ーキングパウダーベ ーキングパウダーベ ーキングパウダーベ ーキングパウダー

しゅ んぎくしゅ んぎくしゅ んぎくしゅ んぎく

もやしとわかめのサラダもやしとわかめのサラダもやしとわかめのサラダもやしとわかめのサラダ わかめわかめわかめわかめ もやしもやしもやしもやし 　　　　 き ゅ うりき ゅ うりき ゅ うりき ゅ うり かんき つ ドレッ シングかんき つ ドレッ シングかんき つ ドレッ シングかんき つ ドレッ シング

（（（（ かんきつドレッシングかんきつドレッシングかんきつドレッシングかんきつドレッシング））））

さんさいうどんじるさんさいうどんじるさんさいうどんじるさんさいうどんじる ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく こまつ なこまつ なこまつ なこまつ な しい たけしい たけしい たけしい たけ 　　　　 わらびわらびわらびわらび　　　　 ふきふきふきふき さとうさとうさとうさとう　　　　 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 みりんみりんみりんみりん　　　　 しおしおしおしお

あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ にんじんにんじんにんじんにんじん ひらたけひらたけひらたけひらたけ 　　　　 みずなみずなみずなみずな 　　　　 ねぎねぎねぎねぎ かつ お だしかつ お だしかつ お だしかつ お だし

たけ のこたけ のこたけ のこたけ のこ　　　　 だい こんだい こんだい こんだい こん

１０１０１０１０ さけのマヨネーズやきさけのマヨネーズやきさけのマヨネーズやきさけのマヨネーズやき さけさけさけさけ 　　　　 ぎゅ うにゅ うぎゅ うにゅ うぎゅ うにゅ うぎゅ うにゅ う たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ マヨ ネーズマヨ ネーズマヨ ネーズマヨ ネーズ こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う

きんぴらごぼうきんぴらごぼうきんぴらごぼうきんぴらごぼう さつ まあげさつ まあげさつ まあげさつ まあげ にんじんにんじんにんじんにんじん ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　 こんにゃ くこんにゃ くこんにゃ くこんにゃ く さとうさとうさとうさとう ごまごまごまごま 　　　　 ごまあぶらごまあぶらごまあぶらごまあぶら みりんみりんみりんみりん　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 とうがらしとうがらしとうがらしとうがらし

すましじるすましじるすましじるすましじる とうふとうふとうふとうふ こまつ なこまつ なこまつ なこまつ な えのき たけえのき たけえのき たけえのき たけ しおしおしおしお 　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 かつ お だしかつ お だしかつ お だしかつ お だし

にんじんにんじんにんじんにんじん わふうだしわふうだしわふうだしわふうだし

１４１４１４１４ えびかつえびかつえびかつえびかつ（（（（ ソースソースソースソース）））） えびえびえびえび　　　　 すりみすりみすりみすりみ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ パンこパンこパンこパンこ　　　　 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しおしおしおしお 　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ

こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　 さとうさとうさとうさとう ちゅ うのうソースちゅ うのうソースちゅ うのうソースちゅ うのうソース

ペンネのトマトソースペンネのトマトソースペンネのトマトソースペンネのトマトソース なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム ブロッ コリーブロッ コリーブロッ コリーブロッ コリー にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　 セロリーセロリーセロリーセロリー ペ ンネマカ ロニペ ンネマカ ロニペ ンネマカ ロニペ ンネマカ ロニ バターバターバターバター ケチャッ プケチャッ プケチャッ プケチャッ プ 　　　　 しおしおしおしお 　　　　 こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う

トマトトマトトマトトマト ローレルローレルローレルローレル 　　　　 バジルバジルバジルバジル 　　　　 しろ ワイ ンしろ ワイ ンしろ ワイ ンしろ ワイ ン

コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　 パプリカ パウダーパプリカ パウダーパプリカ パウダーパプリカ パウダー

コーンスープコーンスープコーンスープコーンスープ ベ ーコンベ ーコンベ ーコンベ ーコン ぎゅ うにゅ うぎゅ うにゅ うぎゅ うにゅ うぎゅ うにゅ う パセリパセリパセリパセリ たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ 　　　　 コーンコーンコーンコーン でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん バターバターバターバター しおしおしおしお 　　　　 こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う　　　　 コンソメコンソメコンソメコンソメ

なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム

１５１５１５１５ さばのみそだれがけさばのみそだれがけさばのみそだれがけさばのみそだれがけ さばさばさばさば 　　　　 みそみそみそみそ さとうさとうさとうさとう　　　　 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん みりんみりんみりんみりん　　　　 さけさけさけさけ 　　　　 しおしおしおしお

こまつなといとかまぼこのおひたしこまつなといとかまぼこのおひたしこまつなといとかまぼこのおひたしこまつなといとかまぼこのおひたし い とかまぼこい とかまぼこい とかまぼこい とかまぼこ こまつ なこまつ なこまつ なこまつ な しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 みりんみりんみりんみりん　　　　 わふうだしわふうだしわふうだしわふうだし

きりぼしだいこんのみそしるきりぼしだいこんのみそしるきりぼしだいこんのみそしるきりぼしだいこんのみそしる あぶらあげあぶらあげあぶらあげあぶらあげ にんじんにんじんにんじんにんじん き りぼしだい こんき りぼしだい こんき りぼしだい こんき りぼしだい こん　　　　 ねぎねぎねぎねぎ かつ お だしかつ お だしかつ お だしかつ お だし 　　　　 わふうだしわふうだしわふうだしわふうだし

みそみそみそみそ

１６１６１６１６

めだまやきめだまやきめだまやきめだまやき たまごたまごたまごたまご あぶらあぶらあぶらあぶら

ガパオいためガパオいためガパオいためガパオいため とりにくとりにくとりにくとりにく あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ 　　　　 にんにくにんにくにんにくにんにく さとうさとうさとうさとう ごまあぶらごまあぶらごまあぶらごまあぶら バジルバジルバジルバジル 　　　　 みりんみりんみりんみりん　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ

だい ずだい ずだい ずだい ず オイ スターソースオイ スターソースオイ スターソースオイ スターソース 　　　　 こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う

がらスープがらスープがらスープがらスープ 　　　　 さけさけさけさけ

えびボールとはるさめのスープえびボールとはるさめのスープえびボールとはるさめのスープえびボールとはるさめのスープ たらたらたらたら にんじんにんじんにんじんにんじん えのき たけえのき たけえのき たけえのき たけ 　　　　 ねぎねぎねぎねぎ はるさめはるさめはるさめはるさめ　　　　 さとうさとうさとうさとう コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 しおしおしおしお

あまえびあまえびあまえびあまえび チンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイチンゲンサイ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う

１７１７１７１７

いわしのエシャレットソースいわしのエシャレットソースいわしのエシャレットソースいわしのエシャレットソース い わしい わしい わしい わし エシャレッ トエシャレッ トエシャレッ トエシャレッ ト でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら　　　　 バターバターバターバター しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 みりんみりんみりんみりん

みずなとだいずのうめあえみずなとだいずのうめあえみずなとだいずのうめあえみずなとだいずのうめあえ だい ずだい ずだい ずだい ず ひじきひじきひじきひじき みずなみずなみずなみずな 　　　　 もやしもやしもやしもやし 　　　　 ねりうめねりうめねりうめねりうめ さとうさとうさとうさとう すすすす　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ

かつ お ぶしかつ お ぶしかつ お ぶしかつ お ぶし

にらとたまごのみそしるにらとたまごのみそしるにらとたまごのみそしるにらとたまごのみそしる たまごたまごたまごたまご 　　　　 みそみそみそみそ にらにらにらにら じゃ がい もじゃ がい もじゃ がい もじゃ がい も かつ お だしかつ お だしかつ お だしかつ お だし 　　　　 わふうだしわふうだしわふうだしわふうだし

とうふとうふとうふとうふ にんじんにんじんにんじんにんじん

２０２０２０２０ ハンバーグのわふうソースハンバーグのわふうソースハンバーグのわふうソースハンバーグのわふうソース とりにくとりにくとりにくとりにく だい こんだい こんだい こんだい こん　　　　 しょ うがしょ うがしょ うがしょ うが さとうさとうさとうさとう　　　　 パンこパンこパンこパンこ しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 みりんみりんみりんみりん　　　　 さけさけさけさけ

ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん ケチャッ プケチャッ プケチャッ プケチャッ プ 　　　　 しおしおしおしお 　　　　

いんげんとコーンのソテーいんげんとコーンのソテーいんげんとコーンのソテーいんげんとコーンのソテー ベ ーコンベ ーコンベ ーコンベ ーコン さやい んげんさやい んげんさやい んげんさやい んげん コーンコーンコーンコーン バターバターバターバター コンソメコンソメコンソメコンソメ　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う

もやしのスープもやしのスープもやしのスープもやしのスープ ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん もやしもやしもやしもやし 　　　　 ねぎねぎねぎねぎ 　　　　 しょ うがしょ うがしょ うがしょ うが しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 しおしおしおしお 　　　　 がらスープがらスープがらスープがらスープ

こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う　　　　 オイ スターソースオイ スターソースオイ スターソースオイ スターソース

２１２１２１２１

パセリパセリパセリパセリ

チキンのオーブンやきチキンのオーブンやきチキンのオーブンやきチキンのオーブンやき とりにくとりにくとりにくとりにく チーズチーズチーズチーズ あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン 　　　　 パンこパンこパンこパンこ　　　　 さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 しおしおしおしお 　　　　

ブロッコリーのサラダブロッコリーのサラダブロッコリーのサラダブロッコリーのサラダ ブロッ コリーブロッ コリーブロッ コリーブロッ コリー コーンコーンコーンコーン ごまドレッ シングごまドレッ シングごまドレッ シングごまドレッ シング

（（（（ ごまドレッシングごまドレッシングごまドレッシングごまドレッシング））））

やきそばやきそばやきそばやきそば ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん キャベ ツキャベ ツキャベ ツキャベ ツ ちゅ うかめんちゅ うかめんちゅ うかめんちゅ うかめん やき そばソースやき そばソースやき そばソースやき そばソース 　　　　 こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う

２２２２２２２２ はるまきはるまきはるまきはるまき とりにくとりにくとりにくとりにく にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ 　　　　 キャベ ツキャベ ツキャベ ツキャベ ツ 　　　　 たけ のこたけ のこたけ のこたけ のこ こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 しおしおしおしお

もやしもやしもやしもやし はるさめはるさめはるさめはるさめ　　　　 さとうさとうさとうさとう

チンジャオロースーチンジャオロースーチンジャオロースーチンジャオロースー ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく ピーマンピーマンピーマンピーマン 　　　　 しょ うがしょ うがしょ うがしょ うが 　　　　 たけ のこたけ のこたけ のこたけ のこ さとうさとうさとうさとう ごまあぶらごまあぶらごまあぶらごまあぶら しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 テンメンジャンテンメンジャンテンメンジャンテンメンジャン

あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン ねぎねぎねぎねぎ 　　　　 にんにくにんにくにんにくにんにく でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん さけさけさけさけ 　　　　 オイ スターソースオイ スターソースオイ スターソースオイ スターソース

わかめスープわかめスープわかめスープわかめスープ なまあげなまあげなまあげなまあげ わかめわかめわかめわかめ ねぎねぎねぎねぎ ごまあぶらごまあぶらごまあぶらごまあぶら ちゅ うかスープちゅ うかスープちゅ うかスープちゅ うかスープ 　　　　 しおしおしおしお

がらスープがらスープがらスープがらスープ 　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ

２３２３２３２３ いかフリッターいかフリッターいかフリッターいかフリッター （（（（ ２２２２ ，，，，３３３３ ）））） い かい かい かい か 　　　　 お き あみお き あみお き あみお き あみ のりのりのりのり こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　 でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん あぶらあぶらあぶらあぶら しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 しおしおしおしお 　　　　

さとうさとうさとうさとう　　　　 こめここめここめここめこ ベ ーキングパウダーベ ーキングパウダーベ ーキングパウダーベ ーキングパウダー

ひじきサラダひじきサラダひじきサラダひじきサラダ（（（（ ちゅうかドレッシングちゅうかドレッシングちゅうかドレッシングちゅうかドレッシング）））） ひじきひじきひじきひじき キャベ ツキャベ ツキャベ ツキャベ ツ 　　　　 えだまめえだまめえだまめえだまめ　　　　 コーンコーンコーンコーン ち ゅ う かド レッシン グち ゅ う かド レッシン グち ゅ う かド レッシン グち ゅ う かド レッシン グ

にくみそごまスープにくみそごまスープにくみそごまスープにくみそごまスープ とりにくとりにくとりにくとりにく にんじんにんじんにんじんにんじん　　　　 にらにらにらにら もやしもやしもやしもやし 　　　　 ねぎねぎねぎねぎ 　　　　 しょ うがしょ うがしょ うがしょ うが ごまごまごまごま 　　　　 ごまあぶらごまあぶらごまあぶらごまあぶら しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 トウバンジャントウバンジャントウバンジャントウバンジャン 　　　　 さけさけさけさけ

みそみそみそみそ にんにくにんにくにんにくにんにく がらスープがらスープがらスープがらスープ 　　　　 ちゅ うかスープちゅ うかスープちゅ うかスープちゅ うかスープ

２４２４２４２４ さわらのさいきょうやきさわらのさいきょうやきさわらのさいきょうやきさわらのさいきょうやき さわらさわらさわらさわら　　　　 みそみそみそみそ トマトトマトトマトトマト さとうさとうさとうさとう しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 みりんみりんみりんみりん

たけのこのとさにたけのこのとさにたけのこのとさにたけのこのとさに かつ お ぶしかつ お ぶしかつ お ぶしかつ お ぶし にんじんにんじんにんじんにんじん たけ のこたけ のこたけ のこたけ のこ　　　　 グリンピースグリンピースグリンピースグリンピース さとうさとうさとうさとう しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 みりんみりんみりんみりん　　　　 さけさけさけさけ

わふうだしわふうだしわふうだしわふうだし

とんじるとんじるとんじるとんじる ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく　　　　 みそみそみそみそ にんじんにんじんにんじんにんじん こんにゃ くこんにゃ くこんにゃ くこんにゃ く　　　　 ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　 ねぎねぎねぎねぎ じゃ がい もじゃ がい もじゃ がい もじゃ がい も かつ お だしかつ お だしかつ お だしかつ お だし 　　　　 わふうだしわふうだしわふうだしわふうだし

なまあげなまあげなまあげなまあげ だい こんだい こんだい こんだい こん

２７２７２７２７ ほうれんそうとツナのサラダほうれんそうとツナのサラダほうれんそうとツナのサラダほうれんそうとツナのサラダ ツナツナツナツナ ほうれんそうほうれんそうほうれんそうほうれんそう もやしもやしもやしもやし たまねぎド レッシン グたまねぎド レッシン グたまねぎド レッシン グたまねぎド レッシン グ

（（（（ たまねぎドレッシングたまねぎドレッシングたまねぎドレッシングたまねぎドレッシング））））

ナタデココフルーツナタデココフルーツナタデココフルーツナタデココフルーツ みかんみかんみかんみかん　　　　 パイ ンアッ プルパイ ンアッ プルパイ ンアッ プルパイ ンアッ プル ナタデココナタデココナタデココナタデココ

カレーカレーカレーカレー ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ 　　　　 しょ うがしょ うがしょ うがしょ うが 　　　　 りんごりんごりんごりんご じゃ がい もじゃ がい もじゃ がい もじゃ がい も あぶらあぶらあぶらあぶら カ レーこカ レーこカ レーこカ レーこ　　　　 ウスターソースウスターソースウスターソースウスターソース

だい ずだい ずだい ずだい ず トマトトマトトマトトマト にんにくにんにくにんにくにんにく　　　　 パパイ ヤパパイ ヤパパイ ヤパパイ ヤ　　　　 レーズンレーズンレーズンレーズン こむぎここむぎここむぎここむぎこ　　　　 さとうさとうさとうさとう ローレルローレルローレルローレル 　　　　 ケチャッ プケチャッ プケチャッ プケチャッ プ 　　　　 しおしおしおしお

２８２８２８２８ にくだんごケチャップソースにくだんごケチャップソースにくだんごケチャップソースにくだんごケチャップソース（（（（ ２２２２ ，，，，３３３３ ）））） とりにくとりにくとりにくとりにく たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ パンこパンこパンこパンこ　　　　 さとうさとうさとうさとう　　　　 あぶらあぶらあぶらあぶら ケチャッ プケチャッ プケチャッ プケチャッ プ 　　　　 すすすす　　　　 しおしおしおしお 　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ

でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う

イタリアンサラダイタリアンサラダイタリアンサラダイタリアンサラダ（（（（ ソイドレッシングソイドレッシングソイドレッシングソイドレッシング）））） あかピーマンあかピーマンあかピーマンあかピーマン キャベ ツキャベ ツキャベ ツキャベ ツ 　　　　 き ゅ うりき ゅ うりき ゅ うりき ゅ うり ソイ ドレッ シングソイ ドレッ シングソイ ドレッ シングソイ ドレッ シング

き ピーマンき ピーマンき ピーマンき ピーマン

はくさいのクリームスープはくさいのクリームスープはくさいのクリームスープはくさいのクリームスープ あさりあさりあさりあさり ぎゅ うにゅ うぎゅ うにゅ うぎゅ うにゅ うぎゅ うにゅ う にんじんにんじんにんじんにんじん はくさいはくさいはくさいはくさい 　　　　 たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん バターバターバターバター しおしおしおしお 　　　　 こしょ うこしょ うこしょ うこしょ う　　　　 コンソメコンソメコンソメコンソメ

ベ ーコンベ ーコンベ ーコンベ ーコン なまクリームなまクリームなまクリームなまクリーム

チーズチーズチーズチーズ

３０３０３０３０ あじのなんばんづけあじのなんばんづけあじのなんばんづけあじのなんばんづけ あじあじあじあじ にんじんにんじんにんじんにんじん たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ でんぷんでんぷんでんぷんでんぷん　　　　 さとうさとうさとうさとう あぶらあぶらあぶらあぶら しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 みりんみりんみりんみりん　　　　 すすすす

がんもどきのにものがんもどきのにものがんもどきのにものがんもどきのにもの がんもどきがんもどきがんもどきがんもどき にんじんにんじんにんじんにんじん さとうさとうさとうさとう しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 さけさけさけさけ 　　　　 みりんみりんみりんみりん　　　　

かつ お ぶしかつ お ぶしかつ お ぶしかつ お ぶし わふうだしわふうだしわふうだしわふうだし

けんちんじるけんちんじるけんちんじるけんちんじる とりにくとりにくとりにくとりにく にんじんにんじんにんじんにんじん だい こんだい こんだい こんだい こん　　　　 こんにゃ くこんにゃ くこんにゃ くこんにゃ く じゃ がい もじゃ がい もじゃ がい もじゃ がい も かつ お だしかつ お だしかつ お だしかつ お だし 　　　　 しょ うゆしょ うゆしょ うゆしょ うゆ　　　　 しおしおしおしお

ごぼうごぼうごぼうごぼう　　　　 ねぎねぎねぎねぎ

水水水水

すい

７９８７９８７９８７９８

３１３１３１３１ ．．．．３３３３

２０２０２０２０ ．．．．６６６６

２２２２ ．．．．６７６７６７６７

火火火火

か

こめこめこめこめ

パンパンパンパン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう
８５４８５４８５４８５４

３２３２３２３２ ．．．．３３３３

３１３１３１３１ ．．．．６６６６

３３３３ ．．．．０３０３０３０３

ソフトソフトソフトソフト

メンメンメンメン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

７５７７５７７５７７５７

２６２６２６２６ ．．．．５５５５

２２２２２２２２ ．．．．３３３３

４４４４ ．．．．２３２３２３２３

木木木木

も く

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

８７７８７７８７７８７７

３７３７３７３７ ．．．．９９９９

２５２５２５２５ ．．．．００００

３３３３ ．．．．２８２８２８２８

木木木木

もく

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

９４５９４５９４５９４５

２６２６２６２６ ．．．．４４４４

２３２３２３２３ ．．．．３３３３

２２２２ ．．．．４０４０４０４０

月月月月

げ つ

ミルクミルクミルクミルク

パンパンパンパン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

８１６８１６８１６８１６

３４３４３４３４ ．．．．９９９９

３２３２３２３２ ．．．．００００

３３３３ ．．．．４７４７４７４７

火火火火

か

ソフトソフトソフトソフト

メンメンメンメン

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

９３４９３４９３４９３４

３６３６３６３６ ．．．．６６６６

３２３２３２３２ ．．．．００００

４４４４ ．．．．７３７３７３７３

木木木木

も く

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

８２４８２４８２４８２４

３８３８３８３８ ．．．．６６６６

１９１９１９１９ ．．．．１１１１

３３３３ ．．．．１１１１１１１１

金金金金

き ん

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう
７６３７６３７６３７６３

２８２８２８２８ ．．．．００００

２０２０２０２０ ．．．．００００

２２２２ ．．．．５７５７５７５７

水水水水

すい

８３４８３４８３４８３４

３５３５３５３５ ．．．．９９９９

２６２６２６２６ ．．．．５５５５

４４４４ ．．．．７２７２７２７２

テーブルテーブルテーブルテーブル

ロールロールロールロール

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

火火火火

か

ごはんごはんごはんごはん

のむヨーのむヨーのむヨーのむヨー

グ ルトグ ルトグ ルトグ ルト

８２５８２５８２５８２５

３１３１３１３１ ．．．．７７７７

２４２４２４２４ ．．．．４４４４

３３３３ ．．．．３０３０３０３０

月月月月

げ つ

８７３８７３８７３８７３

３５３５３５３５ ．．．．８８８８

２３２３２３２３ ．．．．６６６６

２２２２ ．．．．９９９９９９９９

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

木木木木

も く

８７２８７２８７２８７２

３３３３３３３３ ．．．．８８８８

２４２４２４２４ ．．．．１１１１

２２２２ ．．．．５２５２５２５２

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

金金金金

き ん

むぎむぎむぎむぎ

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

８８２８８２８８２８８２

３３３３３３３３ ．．．．７７７７

２６２６２６２６ ．．．．００００

３３３３ ．．．．７５７５７５７５
水水水水

す い

ごはんごはんごはんごはん

ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう

にゅうにゅうにゅうにゅう

８２０８２０８２０８２０

３１３１３１３１ ．．．．１１１１

２７２７２７２７ ．．．．５５５５
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