
定期コース７食 献立表
2023年

５月

魚メインのメニュー 肉メインのメニュー魚メインのメニュー 肉メインのメニュー

メニューの入れ替えをご希望の方は、お電話かWEBサイトで承ります 0120-303-186 9:30～18:00 (土・日・祝休）

出荷予定日 ５月２６日（金）

出荷予定日 ５月１９日（金）

写真のメニューは冷凍で、
お弁当スタイルでお届けします

ご注文締切日 ５月１日（月） 出荷予定日 ５月１２日（金）

ご注文締切日 ５月１７日（水）

ご注文締切日 ５月１０日（水）

７
食
セ
ッ
ト

７
食
セ
ッ
ト

７
食
セ
ッ
ト

７
食
セ
ッ
ト

７
食
セ
ッ
ト

出荷予定日 ６月９日（金）ご注文締切日 ５月３１日（水）

出荷予定日 ６月２日（金）ご注文締切日 ５月２４日（水）

B-1 赤魚のおろし煮

B-3 たらの粕漬け

B-5 鮭の味噌漬け焼き

B-6 かれいのみぞれ煮

B-7 さわらのハニーマスタード

B-9 あじのさっぱり梅おろし煮

B-10 めばるの照り焼き

B-11 さばのにんにく醤油焼き

B-12 白身魚の野菜たっぷり甘酢あんかけ

B-13 柚子香るさばの塩焼き

B-14 赤魚の煮付け

B-15 ほきの和風ソース

B-16 さわらの蒲焼風

B-17 さばの味噌煮

B-18 旨味たっぷりめばるの和風あん

B-19 たらのホワイトソース

B-20 鮭の照り煮

B-21 あじの生姜煮

B-43 鮭のちゃんちゃん焼き風

B-44 赤魚のブイヤベース風

B-45 さわらの西京焼き風

B-22 豚肉の金山寺味噌

B-23 酢鶏

B-24 豚肉のみぞれ煮

B-25 鶏肉のバーベキューソース

B-26 豚肉のスタミナ炒め風

B-27 チキンのクリームソース

B-28 豚肉となすのみそ炒め

B-29 レモン香るさっぱりチキン

B-30 鶏肉の梅風味

B-31 豚肉の味噌炒め

B-32 鶏肉の油淋ソース

B-33 回鍋肉

B-34 筑前煮

B-36 豚肉の塩だれ

B-37 八宝菜

B-38 豚肉の韓国風味噌炒め

B-39 チキンのハーブ焼き

B-41 鶏肉の西京みそ漬け焼き

B-42 豚肉の生姜焼き風

B-46 鶏肉のトマトソース

B-47 鶏肉の甘酢あん

商品コード：B-44 商品コード：B-22 商品コード：B-32

豚肉の金山寺味噌 鶏肉の油淋ソース赤魚のブイヤベース風 チキンのハーブ焼き

商品コード：B-39

めばるの照り焼き

商品コード：B-10

さばの味噌煮

商品コード：B-17 商品コード：B-45

さわらの西京焼き風

赤魚のおろし煮 鮭の味噌漬け焼き
豚肉の韓国風
味噌炒め

さわらの蒲焼風 あじの生姜煮
レモン香る

さっぱりチキン
回鍋肉

商品コード：B-1 商品コード：B-5 商品コード：B-16 商品コード：B-21 商品コード：B-29 商品コード：B-33 商品コード：B-38

あじのさっぱり
梅おろし煮

白身魚の野菜たっぷり
甘酢あんかけ

柚子香る
さばの塩焼き

旨味たっぷり
めばるの和風あん

豚肉のみぞれ煮
チキンの

クリームソース

商品コード：B-9 商品コード：B-12 商品コード：B-13 商品コード：B-18 商品コード：B-24 商品コード：B-27

鶏肉の甘酢あん

商品コード：B-47

赤魚の煮付け ほきの和風ソース 八宝菜鮭の照り煮
鶏肉の

バーベキューソース
豚肉となすのみそ炒め 筑前煮

商品コード：B-14 商品コード：B-15 商品コード：B-20 商品コード：B-25 商品コード：B-28 商品コード：B-34 商品コード：B-37

かれいのみぞれ煮 豚肉のスタミナ炒め風 豚肉の味噌炒め

商品コード：B-6 商品コード：B-26 商品コード：B-31商品コード：B-3

たらの粕漬け 鶏肉の梅風味

商品コード：B-30 商品コード：B-46

鶏肉のトマトソース

商品コード：B-43

鮭のちゃんちゃん焼き風



定期コース１４食 献立表

写真のメニューは冷凍で、
お弁当スタイルでお届けします

食
セ
ッ
ト

ご注文締切日 ５月１日（月）・ ５月２４日（水） 出荷予定日 ５月１２日（金）・６月２日（金）

※５/１締切分と５/２４締切分は同じメニューです。

お弁当メニュー一覧は、定期便7食の献立表下部にございます

食
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ッ
ト

食
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ッ
ト

メニューの入れ替えをご希望の方は
お電話かWEBサイトからご注文いただけます 0120-303-186 9:30～18:00 (土・日・祝休）

2023年

５月

ご注文締切日 ５月１０日（水）・ ５月３１日（水） 出荷予定日 ５月１９日（金）・６月９日（金）

※５/１０締切分と５/３１締切分は同じメニューです。

１４

１４

１４

ご注文締切日 ３月１７日（水） 出荷予定日 ５月２６日（金）

赤魚のおろし煮 鮭の味噌漬け焼き
豚肉の韓国風
味噌炒め

さわらの蒲焼風 あじの生姜煮
レモン香る

さっぱりチキン
回鍋肉

商品コード：B-1 商品コード：B-5 商品コード：B-16 商品コード：B-21 商品コード：B-29 商品コード：B-33 商品コード：B-38

かれいのみぞれ煮 豚肉のスタミナ炒め風 豚肉の味噌炒め

商品コード：B-6 商品コード：B-26 商品コード：B-31商品コード：B-3

たらの粕漬け 鶏肉の梅風味

商品コード：B-30 商品コード：B-46

鶏肉のトマトソース

商品コード：B-43

鮭のちゃんちゃん焼き風

あじのさっぱり
梅おろし煮

白身魚の野菜たっぷり
甘酢あんかけ

柚子香る
さばの塩焼き

旨味たっぷり
めばるの和風あん

豚肉のみぞれ煮
チキンの

クリームソース

商品コード：B-9 商品コード：B-12 商品コード：B-13 商品コード：B-18 商品コード：B-24 商品コード：B-27

さわらの
ハニーマスタード

さばの
にんにく醤油焼き

たらの
ホワイトソース

酢鶏 豚肉の生姜焼き風
鶏肉の

西京みそ漬け焼き
豚肉の塩だれ

商品コード：B-7 商品コード：B-11 商品コード：B-19 商品コード：B-23 商品コード：B-36 商品コード：B-41 商品コード：B-42

鶏肉の甘酢あん

商品コード：B-47

商品コード：B-44 商品コード：B-22 商品コード：B-32

豚肉の金山寺味噌 鶏肉の油淋ソース

赤魚の煮付け ほきの和風ソース 八宝菜鮭の照り煮
鶏肉の

バーベキューソース
豚肉となすのみそ炒め 筑前煮

商品コード：B-14 商品コード：B-15 商品コード：B-20 商品コード：B-25 商品コード：B-28 商品コード：B-34 商品コード：B-37

赤魚のブイヤベース風 チキンのハーブ焼き

商品コード：B-39

めばるの照り焼き

商品コード：B-10

さばの味噌煮

商品コード：B-17 商品コード：B-45

さわらの西京焼き風


	スライド 1
	スライド 2

