
12/1(水) 12/2(木) 12/3(金) 12/4(土)
海鮮焼きそば 油淋鶏 炊き込みご飯 鶏の南蛮漬け

春巻き 青梗菜とﾊﾑの卵とじ 豚肉と大根の煮込み 春雨の炒め物

大根ｻﾗﾀﾞ パイナップル 茄子の生姜醤油和え みかん
味噌汁 味噌汁 味噌汁
ご飯 ご飯

おまけ おまけ おまけ おまけ
ｴﾈﾙｷﾞｰ533kcal たんぱく質 28.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ530kcal たんぱく質 22.9g ｴﾈﾙｷﾞｰ592kcal たんぱく質 22.4g ｴﾈﾙｷﾞｰ574kcal たんぱく質 22.2g

脂質 9.5g 食塩相当量 3.6g 脂質 16.0g 食塩相当量 2.8g 脂質 14.2g 食塩相当量 3.3g 脂質 19.2g 食塩相当量 2.8g

おやつ 抹茶のパウンドケーキ アップルヨーグルトケーキ ピーチゼリー 水羊羹
12/6(月) 12/7(火) 12/8(水) 12/9(木) 12/10(金) 12/11(土)
とろろごはん スズキのムニエル 和風スコッチエッグ ほうとう風うどん つくねと白菜の煮物 カレーライス

揚げ出し豆腐 里芋の煮物 南瓜ｻﾗﾀﾞ 出し巻き卵 卯の花 冷奴
もずく酢 キウイフルーツ パイナップル 茄子の酢の物 胡瓜の浅漬け イタリアンサラダ

トマトとトマト 味噌汁 味噌汁 味噌汁
ご飯 ご飯 ご飯

おまけ おまけ おまけ おまけ おまけ おまけ
ｴﾈﾙｷﾞｰ674kcal たんぱく質 16.2g ｴﾈﾙｷﾞｰ516kcal たんぱく質 22.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ515kcal たんぱく質 19.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ620kcal たんぱく質 23.6g ｴﾈﾙｷﾞｰ512kcal たんぱく質 20.6g ｴﾈﾙｷﾞｰ21.3kcal たんぱく質 21.3g

脂質 17.2g 食塩相当量 2.0g 脂質 11.1g 食塩相当量 2.3g 脂質 16.1g 食塩相当量 4.3g 脂質 12.2g 食塩相当量 5.9g 脂質 12.7g 食塩相当量 2.9g 脂質 18.6g 食塩相当量 3.7g

おやつ ぶどうゼリー チョコ蒸しパン プリン ホットケーキ チーズケーキ シュークリーム

12/13(月) 12/14(火) 12/15(水) 12/16(木) 12/17(金) 12/18(土)
鰤大根 クリームシチュー 刺身盛り合わせ 肉豆腐 ラーメン 鰤の幽庵焼き

ポテトサラダ 鮭のパン粉焼き がんもの煮物 ビーフン炒め 餃子 茶碗蒸し
茶碗蒸し ロールパン 胡瓜の霙和え パイナップル トマトとトマト きんぴらごぼう

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁
ご飯 ご飯 ご飯 ご飯
おまけ おまけ おまけ おまけ おまけ おまけ
ｴﾈﾙｷﾞｰ623kcal たんぱく質 28.4g ｴﾈﾙｷﾞｰ809kcal たんぱく質 36.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ500kcal たんぱく質 27.2g ｴﾈﾙｷﾞｰ519kcal たんぱく質 21.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ584kcal たんぱく質 22.0g ｴﾈﾙｷﾞｰ564kcal たんぱく質 26.5g

脂質 23.9g 食塩相当量 2.0g 脂質 34.4g 食塩相当量 3.7g 脂質 13.7g 食塩相当量 2.4g 脂質 14.8g 食塩相当量 2.9g 脂質 17.9g 食塩相当量 4.9g 脂質 21.2g 食塩相当量 2.6g

おやつ 南瓜プリン カルピスゼリー たこ焼き ココアケーキ 水羊羹 コーヒーゼリー

12/20(月) 12/21(火) 12/22(水) 12/23(木) 12/24(金) 12/25(土)
酢豚 きのこご飯 すき焼き風 スパゲティーミートソース 鉄火丼
南瓜サラダ 高野豆腐の射抜き 茄子の酢の物 冷奴 じゃが芋のそぼろあんかけ

キウイフルーツ 胡瓜とカニカマのマヨあえ りんご 茄子と胡瓜のサラダ ほうれん草の胡麻和え

中華スープ パイナップル 味噌汁 吸物
ご飯 赤だし ご飯
おまけ おまけ おまけ おまけ おまけ
ｴﾈﾙｷﾞｰ630kcal たんぱく質 23.0g ｴﾈﾙｷﾞｰ604kcal たんぱく質 21.4g ｴﾈﾙｷﾞｰ620kcal たんぱく質 18.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ672kcal たんぱく質 26.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ572kcal たんぱく質 30.3g

脂質 24.5g 食塩相当量 4.1g 脂質 15.4g 食塩相当量 3.8g 脂質 24.7g 食塩相当量 2.0g 脂質 27.1g 食塩相当量 4.4g 脂質 7.6g 食塩相当量 3.7g

おやつ 黒糖蒸しパン エクレア かぼちゃパウンドケーキ チーズケーキ ケーキバイキング

12/27(月) 12/28(火) 12/29(水)
鰤の香味焼き 天ぷらそば
茶碗蒸し 厚焼き玉子
茄子の酢の物 焼き茄子
味噌汁
ご飯
おまけ おまけ
ｴﾈﾙｷﾞｰ585kcal たんぱく質 30.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ623kcal たんぱく質 32.2g

脂質 20.6g 食塩相当量 2.6g 脂質 16.4g 食塩相当量 6.0g

おやつ パンナコッタ 大福 バナナヨーグルトケーキ

クリスマス

 

※エネルギー量は、米飯100gで計算しております。おやつは、100kcal前後になります。 📩fukusuke6683@gmail.com

☎054-269-6683
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12月です

よ~☆彡



📩fukusuke6683@gmail.com

☎054-269-6683
駿河区中原493-1

配達もやってます！

料金表

・ﾐﾆﾐﾆ弁当500円（配達600円）

・惣菜セット350円（配達450円）

・丼500円（配達600円）

・白米50円

1週間のうち何食を健康に費や
しますか？

福助弁当



海鮮焼きそば ユーリンチー

春巻き 青梗菜とﾊﾑの卵とじ

大根ｻﾗﾀﾞ パイナップル

味噌汁

ご飯



カレー（チキンカレー

巣篭もり卵

海藻サラダ

おまけ

ｴﾈﾙｷﾞｰ656kcal たんぱく質 19.7g

脂質 25.6g 食塩相当量 3.6g
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～持ち帰りサービスやってま

す～

・昼弁当500円

・惣菜セット350円

・白米50円

・惣菜セット配達450円

配達もやってます！

）

週間のうち何食を健康に費や

・健康を維持したいあなたへ 惣菜セット

・少量でウキウキするお弁当をご希望の方に ﾐﾆﾐﾆ弁当

・忙しいあなた・買い物が大変なあなたへ 配達サービス

・あなたのための管理栄養士をお探しの方へ

～持ち帰りサービスやってま

す～

・昼弁当500円

・惣菜セット350円

・白米50円

・惣菜セット配達450円



《販売時間》

15：00～18：00

（定休日：日

曜）
炊き込みご飯（太巻き寿司 鶏の南蛮漬け

豚肉と大根の煮込み 春雨の炒め物

茄子の生姜醤油和え みかん

味噌汁 味噌汁

ご飯


