
皆様からの声をもとに商品ラインナップおよび一部のメニューを２０２２年冬～２０２３年春にかけて
リニューアルしました。各メニューの切り替えのタイミングは、ウェブサイトから、もしくはお電話からお
問い合わせください。

メニュー切り替えのお知らせ

商品
コード
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B-43 鮭のちゃんちゃん焼き風
鮭のちゃんちゃん焼き風 , 南瓜と蓮根の煮物 , 卵焼き , ほうれん草のマヨ和え , 
カリフラワーのトマトソース

小麦・卵・乳成分・ごま・さけ・ゼラチン・大豆・鶏肉・
豚肉・りんご

264 14.8 14 18.7 1.9 

B-44 赤魚のブイヤベース風 赤魚のブイヤベース風 , コンソメ煮 , カリフラワーのマヨマスタ―ド和え , 人参のマーマレード , 金時豆 えび・小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・りんご 269 13.7 13.6 23.6 1.6 

B-45 さわらの西京焼き さわらの西京焼き, カリフラワーとベーコンのトマト煮, 蓮根の甘酢, 小松菜の煮びたし, 大学芋 小麦・卵・乳成分・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉・りんご 287 14.0 12.7 29.5 2.0

B-46 鶏肉のトマトソース
鶏肉のトマトソース, 南瓜のコンソメ煮, 蓮根の辛し和え, 人参のマーマレードソース,
じゃが芋のマヨ和え

小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・りんご 282 18.4 11.9 25.7 1.6

B-47 鶏肉の甘酢あん 鶏肉の甘酢あん, ほうれん草のハム和え, 里芋のくるみ和え, かぶの梅添え, 南瓜のいとこ煮
小麦・卵・乳成分・くるみ・さば・大豆・鶏肉・豚肉・
りんご

285 17.4 11.8 28.1 2.0
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B-3 たらの粕漬け たらの粕漬け, じゃが芋の炒め煮, 卵焼き, ブロッコリーのマヨ風味, 菜の花の胡麻ドレ和え 小麦・卵・オレンジ・ごま・ゼラチン・大豆・鶏肉 266 15.7 13.6 20.0 1.9

B-1 赤魚のおろし煮 赤魚のおろし煮 , さつま芋のハム添え , カリフラワーのトマトソース , ほうれん草のごま和え , 白和え 小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご 276 13.9 14.8 21.9 1.5 

B-5 鮭の味噌漬け焼き 鮭の味噌漬け焼き , じゃが芋のしぐれ煮 , 卵焼き , 人参の甘煮 , 蓮根のきんぴら風 小麦・卵・ごま・さけ・ゼラチン・大豆・豚肉 264 17.6 13 17.6 1.8 

B-6 かれいのみぞれ煮 かれいのみぞれ煮 , ジャーマンポテト , 卵焼き , グリンピースの甘煮 , 人参のマヨ風味 小麦・卵・乳成分・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉 271 15.6 15.2 18.1 1.6 

B-7 さわらのハニーマスタード
さわらのハニーマスタード, 鶏肉の南蛮煮, 南瓜のいとこ煮, グリンピースのソテー風, 
じゃが芋のアリオリソース

小麦・卵・乳成分・さば・大豆・鶏肉・豚肉・りんご 317 17.3 14.6 29.7 1.9

B-9 あじのさっぱり梅おろし煮
あじのさっぱり梅おろし煮 , 豚肉と南瓜の甘煮 , 里芋のごま和え , 人参のマヨマスタード , 
ブロッコリーの青じそ和え

小麦・卵・ごま・さば・大豆・豚肉・りんご 265 12.8 14.8 20.5 1.8 

B-10 めばるの照り焼き めばるの照り焼き, 南瓜のハムマヨ, なすの生姜しょうゆ, いんげんの辛し和え, 金時豆 小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉・魚醤（魚介類） 264 12.9 12.4 25.4 1.8

B-11 さばのにんにく醤油焼き
さばのにんにく醤油焼き , 里芋のそぼろ煮 , カリフラワーのマリネ , 人参のグラッセ ,
かに入り卵蒸し

かに・小麦・卵・乳成分・ごま・さば・ゼラチン・大豆・
鶏肉・豚肉

280 17.1 15 18.9 1.7 

B-12
白身魚の野菜たっぷり

甘酢あんかけ
白身魚の野菜たっぷり甘酢あんかけ , 南瓜のそぼろ煮 , さつま芋バター , ほうれん草の青じそ風味 , 
ブロッコリーの味噌マヨがけ

小麦・卵・乳成分・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉 269 12.6 12.6 26.2 1.8 

B-13 柚子香るさばの塩焼き
柚子香るさばの塩焼き , いんげんとハムのクリームソース , 卵焼き , 白菜の味噌煮 , 
じゃが芋の磯和え

小麦・卵・乳成分・さば・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉 262 15.6 14.3 18.3 1.7 

B-14 赤魚の煮付け
赤魚の煮付け, ポテトとベーコンのマヨ風味, ブロッコリーの辛子和え, 大豆の梅風味, 
かに入り卵蒸し

かに・小麦・卵・乳成分・さば・ゼラチン・大豆・豚肉・
りんご

272 14.3 15.2 19.7 2.0

B-15 ほきの和風ソース
ほきの和風ソース , たけのこのしぐれ煮風 , カリフラワーのハム添え , さつま芋のあんこ煮 , いんげ
んの胡麻和え

小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・豚肉 270 14.3 13.4 22.8 1.5 

B-16 さわらの蒲焼風
さわらの蒲焼風 , 茄子とベーコンのトマト煮 , ブロッコリーのマヨ和え , たけのこの煮物 , 
南瓜のごま和え

小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・
魚醤（魚介類）

286 13.8 16 21.8 2.0 

B-17 さばの味噌煮 さばの味噌煮 , 南瓜のハム添え , ブロッコリーの中華風 , 菜の花のごま和え , 粉ふき芋風 小麦・卵・乳成分・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉 290 15.7 14 26.1 1.9 

B-18 旨味たっぷりめばるの和風あん
旨味たっぷりめばるの和風あん , 里芋の肉味噌がけ , 卵焼き , 大豆のトマト和え , 
カリフラワーのカレー和え

小麦・卵・ゼラチン・大豆・鶏肉・りんご 263 16 15 16 1.7 

B-19 たらのホワイトソース たらのホワイトソース, さつま芋のマヨ和え, 茄子のトマト煮, つぼ漬け, 菜の花のきんぴら風 小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご 282 13.7 15.9 21.4 2.0

B-20 鮭の照り煮
鮭の照り煮, 里芋の和風あんかけ, カリフラワーのカレー和え, ほうれん草のくるみあえ, 
なすのトマト和え

小麦・卵・くるみ・さけ・大豆・鶏肉・りんご 262 12.9 16.0 15.5 1.5

B-21 あじの生姜煮
あじの生姜煮 , じゃが芋のそぼろあんかけ , 大豆のトマト和え , 青梗菜のハムマヨ , 
白菜の酢味噌和え

小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・りんご 263 14.7 15.2 17.2 2.0 
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●新メニュー

●お魚メニュー



＜終売したメニュー＞ ※2023年1月26日にすべて終売となりました

＜B-２＞さばのつけ焼き
＜B-8＞あさりのオイスター炒め
＜B-４＞さわらの西京焼き 柚子風味

商品の切り替えにつきましては、2022年冬～2023年春頃にかけて順次実施中です。
ご不明点などございましたら、お電話または問い合わせ窓口からお問い合わせください。
今後ともご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。

＜B-３５＞鶏肉の南蛮風煮
＜B-４０＞チキンラタトゥユ
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B-22 豚肉の金山寺味噌 豚肉の金山寺味噌, 大豆のチリコンカン, 卵焼き, 小松菜の白和え, 南瓜のいとこ煮 小麦・卵・ごま・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉・りんご 270 18.6 11.7 23.0 1.7

B-23 酢鶏
酢鶏, ほうれん草とベーコンマヨソテー風, ブロッコリーのアリオリソース, 大豆の甘煮, 
カリフラワーの梅浸し

小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご 289 21.5 14.2 19.3 1.8

B-24 豚肉のみぞれ煮 豚肉のみぞれ煮, 南瓜のベーコン添え, 里芋のゆかり和え, 蓮根のきんぴら, 金時豆 小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・豚肉・りんご 300 17.3 13.5 27.2 1.7

B-25 鶏肉のバーベキューソース
鶏肉のバーベキューソース , ほうれん草のソテー風 , じゃが芋のマヨマスタード, 人参のグラッセ和え , 
カリフラワーのオニオン和え

小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・りんご 283 17.2 15.5 19.2 2.0 

B-26 豚肉のスタミナ炒め風
豚肉のスタミナ炒め風 , いんげんのハム添え , りんごのコンポート , ブロッコリーのくるみ和え ,
大学芋

小麦・卵・乳成分・くるみ・大豆・豚肉・りんご 286 15.2 13.1 27.5 2.1 

B-27 チキンのクリームソース
チキンのクリームソース , ブロッコリーとベーコンのトマト和え , カリフラワーの梅風味 , 卵焼き ,
じゃが芋のカレー和え

小麦・卵・乳成分・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉・りん
ご

285 19.9 14.7 18.8 1.9 

B-28 豚肉となすのみそ炒め
豚肉となすのみそ炒め, さつま芋のハム添え, 人参のピーナツ和え, 小松菜のお浸し,
りんごのコンポート

小麦・卵・乳成分・落花生・ごま・ゼラチン・大豆・
豚肉・りんご

268 15.5 13.5 21.5 1.8

B-29 レモン香るさっぱりチキン レモン香るさっぱりチキン , 南瓜のハム添え , 茄子のトマト和え , 金時豆 , 里芋の和風あん
小麦・卵・乳成分・オレンジ・ゼラチン・大豆・鶏肉・
豚肉・りんご

310 19.1 14.9 25.3 2.0 

B-30 鶏肉の梅風味
鶏肉の梅風味, 南瓜のハムマヨ添え, ブロッコリーのくるみ和え, 人参のきんぴら風, 
いんげんのごま和え

小麦・卵・乳成分・くるみ・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・
りんご

271 18.4 14.0 17.8 2.1

B-31 豚肉の味噌炒め 豚肉の味噌炒め , ジャーマンポテト , 人参のグラッセ , 金時豆 , カリフラワーのトマトソース
小麦・卵・乳成分・ごま・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚
肉・りんご

266 15.8 12.2 23.7 2.0 

B-32 鶏肉の油淋ソース 鶏肉の油淋ソース, ブロッコリーとベーコンのマヨ和え, 大学芋, ナムル, かに入り卵蒸し
かに・小麦・卵・乳成分・ごま・ゼラチン・大豆・
鶏肉・豚肉

298 18.7 14.1 24.3 1.9

B-33 回鍋肉 回鍋肉 , さつまいものハム添え , れんこんの甘酢 , 金時豆 , いんげんのごま和え 小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご 283 16.2 12.2 27.5 1.8 

B-34 筑前煮 筑前煮 , さつま芋のハム和え , いんげんの白和え , カリフラワーの梅だれ , 金時豆
小麦・卵・乳成分・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉・
りんご

286 17.9 11.1 28.6 1.5 

B-36 豚肉の塩だれ 豚肉の塩だれ , 鶏肉の煮物 , 蓮根のしそ和え , グリンピースのマヨ和え , 里芋の田楽風 小麦・卵・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご 265 22.6 13.4 13 1.9 

B-37 八宝菜 八宝菜 , 南瓜のあんかけ , 里芋のごま和え , ブロッコリーのマヨ和え , かに入り卵蒸し
かに・小麦・卵・乳成分・ごま・ゼラチン・大豆・
鶏肉・豚肉

269 14.3 14.7 20.1 1.9 

B-38 豚肉の韓国風味噌炒め 豚肉の韓国風味噌炒め , 白菜のハムマヨ風味 , ほうれん草の白和え , 人参のグラッセ , 大学芋 小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉 287 16.3 14.3 23.1 1.7 

B-39 チキンのハーブ焼き チキンのハーブ焼き, カリフラワーのハムマヨ添え, たけのこの木の芽和え, 卵焼き, 人参のグラッセ 小麦・卵・乳成分・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉 269 19.2 15.1 13.9 1.9

B-41 鶏肉の西京みそ漬け焼き
鶏肉の西京みそ漬け焼き , 蓮根の炒り煮 , ブロッコリーのカレー和え , カリフラワーの梅和え , 人参
の胡麻和え

小麦・卵・ごま・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉・りんご 278 19.4 13.5 19.9 2.1 

B-42 豚肉の生姜焼き風 豚肉の生姜焼き風 , 南瓜のハムマヨ添え , 蓮根の梅しそ和え , 人参の甘煮 , 大根のゆず味噌 小麦・卵・乳成分・オレンジ・大豆・豚肉・りんご 277 16.3 13.5 23.1 2.1 

メニュー切り替えのお知らせ

●お肉メニュー

（202３年２月）
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