
              

 

 
配達商品の注文変更・休止は、1 月３１日火曜日の 19 時までにご連絡ください。 

※ご注文単位は月曜日～金曜日の５日単位です。（１日分だけのご利用・中止は出来ません） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪よどがわ市民生活協同組合 

※サイドメニューは裏面を参照ください。 

 

夕食サポート専用無料ダイヤル  ごはん よこい 

  

   

 

 

【月～金曜日】9：00-19：00 

【土・日曜日】休み 

【お弁当のお召し上がり方法】 

★加熱目安は容器包装をご参照ください。 

★コロッケ・肉類・魚介類・卵などは、電子レンジ

の加熱時間により破裂することがありますのでご

注意下さい。 

★カレーやシチューは、具材とルーをよく混ぜてお

召し上がりください。 

おかず 6 品・お弁当・彩８品・おかず 4 品 

・フタを取り、カラーカップ、小袋の調味料を取り

出してレンジしてください。※食材の破裂などで

レンジ内が汚れることを防ぐため、フタをしたま

までもレンジは可能です。 

・食後の空き弁当箱は、軽く水洗いをしていただき、

翌日（次のお届け時）に夕食サポーターに返却し

て下さい。 

食べごたえ 4 品・カロリーサポート 

・フタを取り、カップや小袋の調味料を取り出して

レンジしてください。 

 

【献立について】 

★原材料の仕入れ状況により、メニューを変更させ

ていただく事があります。                     

★栄養成分値は献立作成時の計算値であり、お届け

商品と多少前後する場合がございます。 

★アレルギー物質は、特定原材料（卵・乳・小麦・

えび・かに・そば・落花生）について表示してい

ます           

 

【アンケートについて】 

★ご意見ご要望があれば、献立表右横のコメン 

ト欄にご記入お願いいたします。その他書きき 

れない内容は裏面のコメント欄にご記入お願い 

いたします。 

★特に新メニューやリニューアルメニューについ 

て、ご感想を教えていただけると幸いです。 

★回答が必要な内容はお手数ですが、直接コー 

ルセンターまでご連絡お願いいたします。 

発行日：２０２3 年１月３0 日 
アンケート提出日：2 月 13 日～ 

アレルギー物質： アレルギー物質： アレルギー物質： アレルギー物質： アレルギー物質：

エネルギー： 427 kcal エネルギー： 367 kcal エネルギー： 444 kcal エネルギー： 413 kcal エネルギー： 472 kcal 425 kcal

　   塩分： 2.9 g 　   塩分： 3.3 g 　   塩分： 2.0 g 　   塩分： 3.4 g 　   塩分： 2.7 g 2.9 g

アレルギー物質： アレルギー物質： アレルギー物質： アレルギー物質： アレルギー物質：

エネルギー： 548 kcal エネルギー： 451 kcal エネルギー： 547 kcal エネルギー： 500 kcal エネルギー： 572 kcal 524 kcal

　   塩分： 2.6 g 　   塩分： 4.3 g 　   塩分： 1.6 g 　   塩分： 2.3 g 　   塩分： 2.0 g 2.6 g

アレルギー物質： アレルギー物質： アレルギー物質： アレルギー物質： アレルギー物質：

エネルギー： 442 kcal エネルギー： 461 kcal エネルギー： 491 kcal エネルギー： 544 kcal エネルギー： 370 kcal 462 kcal

　   塩分： 4.8 g 　   塩分： 4.2 g 　   塩分： 3.6 g 　   塩分： 2.8 g 　   塩分： 4.4 g 4.0 g

アレルギー物質： アレルギー物質： アレルギー物質： アレルギー物質： アレルギー物質：

エネルギー： 350 kcal エネルギー： 405 kcal エネルギー： 312 kcal エネルギー： 305 kcal エネルギー： 303 kcal 335 kcal

　   塩分： 1.7 g 　   塩分： 3.6 g 　   塩分： 2.1 g 　   塩分： 2.5 g 　   塩分： 2.2 g 2.4 g

アレルギー物質： アレルギー物質： アレルギー物質： アレルギー物質： アレルギー物質：

エネルギー： 441 kcal エネルギー： 430 kcal エネルギー： 382 kcal エネルギー： 350 kcal エネルギー： 502 kcal 421 kcal

　   塩分： 3.2 g 　   塩分： 2.1 g 　   塩分： 2.7 g 　   塩分： 3.6 g 　   塩分： 3.3 g 3.0 g

アレルギー物質： アレルギー物質： アレルギー物質： アレルギー物質： アレルギー物質：

エネルギー： 250 kcal エネルギー： 273 kcal エネルギー： 296 kcal エネルギー： 252 kcal エネルギー： 332 kcal 281 kcal

　   塩分： 2.1 g 　   塩分： 2.1 g 　   塩分： 2.5 g 　   塩分： 2.2 g 　   塩分： 2.0 g 2.2 g
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2月6日 2月7日 2月8日 2月9日 2月10日
アンケート欄

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
エビのチリソース添え 豚肉の生姜焼き カレイのおろしポン酢がけ クリームシチュー サバの梅煮

小松菜と椎茸の煮浸し パンプキンサラダ コーンポテトサラダ マカロニサラダ 枝豆と玉ねぎのチーズサラダ

切干大根のごま和え コーヒー甘煮豆

糸こんにゃくとさつまあげの甘辛炒め

里芋とベーコンの炒め物 ピーマンのおかか浸し こつぶあげの玉子とじ 小松菜のごま和え きんぴらごぼうのマヨ和え

お味はいかがでしたでしょうか？ぜひご感想を
お聞かせください。大根と豚肉のみぞれあんかけ アサリと野菜の中華炒め 鶏ミンチとれんこん煮 エビ餃子.しゅうまい 白菜と鶏ひき肉の塩だれ炒め

ミートスパゲティ もやしとあげのオイスターソース炒め きのこと人参の炒め物 ナスのおろし煮

小麦・卵・乳成分・えび 小麦・卵・乳成分 小麦・卵・乳成分 小麦・卵・乳成分・えび・かに 小麦・卵・乳成分 週平均

もずくときゅうりの酢の物 高菜の漬物 きゅうりとキャベツの酢の物

白菜と鶏ひき肉の塩だれ炒め

里芋とベーコンの炒め物 ピーマンのおかか浸し こつぶあげの玉子とじ 小松菜のごま和え きんぴらごぼうのマヨ和えお
弁
当
コ
ー

ス

エビのチリソース添え 豚肉の生姜焼き カレイのおろしポン酢がけ クリームシチュー サバの梅煮

大根と豚肉のみぞれあんかけ アサリと野菜の中華炒め 鶏ミンチとれんこん煮 エビ餃子.しゅうまい

小松菜と椎茸の煮浸し パンプキンサラダ コーンポテトサラダ マカロニサラダ 枝豆と玉ねぎのチーズサラダ

もずくときゅうりの酢の物 切干大根のごま和え コーヒー甘煮豆 高菜の漬物 きゅうりとキャベツの酢の物

小麦・卵・乳成分・えび 小麦・卵・乳成分 小麦・卵・乳成分 小麦・卵・乳成分・えび・かに 小麦・卵・乳成分 週平均

ごはん ひじきご飯 ごはん ごはん ごはん（海苔香味）
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2月6日 2月7日 2月8日 2月9日 2月10日

豚焼肉 アジの照り焼き 鶏肉の唐揚げ ブリの煮付け

ほうれん草のクリームスパゲティ キャベツと塩昆布の炒め物
白菜ときくらげのさっぱり和え いんげんの白和え ピーマンのじゃこ炒め 白菜とあげと人参のお浸し いんげんのマヨサラダ

牛肉の柳川風

ささみとピーマンの中華風

小麦・卵・乳成分・かに 小麦・卵・乳成分・かに 小麦・卵・乳成分・落花生・えび 小麦・卵・乳成分・えび・かに 小麦・卵・乳成分・かに

アンケート欄
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

きのことれんこんの梅和え ナスのトマトソースがけ さつまいもの旨煮 ジャーマンポテト ナスの青じそ和え
じゃがいもの麻婆ソースがけ コールスローサラダ ツナのゴマだれサラダ 筍とこんにゃくの高菜炒め 山菜の煮物

今週の　　　　　のお味はいかがでしたでしょうか？ぜひ
ご感想をお聞かせください。

アサリのあんかけ焼きそば とんぺい焼き風 スープ餃子 豆腐とチキン揚げ イワシのつみれのトマトソースがけ

高野豆腐の煮物 炊き合わせ(がんも・椎茸・人参) 大根とひじきの煮物

人参とツナのきんぴら 長芋の明太和え うぐいす豆 しゅうまいチリソース

週平均

わかめとカニカマ和え オクラとわかめの青じそ和え きゅうりとわかめの酢の物 れんこんのごま煮 ブロッコリーのカニカマあん

ホタテのちゃんちゃん焼き風

ごぼうとこんにゃくの甘辛炒め

花福豆 わかめと玉ねぎの和え物 青のりポテトサラダ 春雨の酢の物 明太マカロニサラダ

小麦・乳成分 小麦・卵・乳成分 小麦・卵・乳成分 小麦・卵・乳成分・かに 小麦・卵・乳成分

チャプチェ アサリのバター醤油風味炒め 麻婆豆腐 カニ玉風オムレツ チーズつくね
炊きあわせ(かぼちゃ・高野豆腐・椎茸） チンジャオこんにゃく 白菜とあげの煮浸し 里芋の煮物
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2月6日 2月7日 2月8日 2月9日 2月10日
アンケート欄

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
酢豚風炒め さばの味噌焼き 鶏カツ エビのマヨソース オニオンソースのハンバーグ

がんもの煮物 しろ菜の煮びたし スクランブルエッグ ほうれん草とひき肉の

お
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メルルーサの西京焼き チキン南蛮 サワラの煮付け 豚肉のプルコギ

週平均

卵、小麦 卵、小麦 卵、乳、小麦 卵、乳、小麦、えび 卵、乳、小麦 週平均

ポテトのコーンポタージュ風味

いんげんのおかかマヨ和え カリフラワーとツナのサラダ れんこんサラダ 大根サラダ（中華風味） きのこのマリネ

今週の「鶏カツ」のお味はいかがでしたでしょうか？ぜひ
ご感想をお聞かせください。

イカメンチカツ 東村山黒焼きそば 紅生姜入りつみれ煮 豚肉と野菜のピリ辛炒め ベーコンフライ（トマト風味）

今週の　　　　　　のお味はいかがでしたでしょうか？ぜ
ひご感想をお聞かせください。

アンケート欄
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

カ
ロ
リ
ー

サ
ポ
ー

ト
コ
ー
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2月6日 2月7日 2月8日 2月9日 2月10日

牛肉とチンゲン菜の中華炒め イカ天山菜あん（七味風味） ポトフ ホキの青しそ風味焼き ヒレカツ（ソース付） お味はいかがでしたでしょうか？ぜひご感想をお聞かせく
ださい。

かぶのそぼろあん 豚肉の高菜炒め たこ団子揚げ 野菜コロッケ ナスとさつま揚げの味噌炒め

ひじき煮 れんこん金平 いんげんとちりめんの炒め煮

小麦 卵、乳、小麦 卵、小麦 乳、小麦 卵、乳、小麦 週平均

春雨のうま塩炒め ブロッコリーとウインナーの炒め物

人参サラダ カリフラワーとツナのサラダ こんにゃくとわかめの酢の物 大根サラダ（中華風味） 豆サラダ



              

 

冷凍おかずとサンドイッチ注文書 
 

●冷凍おかず２食セット             ●サンドイッチ１食 本体価格￥２９８円（税込価格￥３２１円） 

【２月９日（木）お届け】           消費期限：全商品お届け日翌日の１４：００までとなっています。 

本体価格￥１，０００円 （税込価格￥１，０８０円） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

                           

 

 

 

 

 

 

 

※※ごご注注文文ははおお電電話話でで承承りりまますす。。 
 

冷凍おかず２食セットは毎週企画しております。 

土・日曜日用、お昼ご飯用の常備食としてご利用ください。 

２月６日（月） 

バラエティボックスサンド

 

２月７日（火） 

たまごとツナレタスサンド

 

 ２月８日（水） 

ひとくちサンド 

（ハムカツ・ポテト） 

 

 ２月９日（木） 

ミックスサンド 

 

 ２月１０日（金） 

ふんわりたまご BOX サンド 

 

ご注文は、 

① 月・水・金コース 

② 火・木コース 

③ 月～金コース 

からお選びいただけます。 

 

ご注文方法 電話受付（夕食サポートセンター）
連絡先 ０１２０－５８０－４５１

受付時間 月～金　９：００～19：００
ご注文締切 1月31日（火）

ご請求 2月3週【2月13日（月）～2月17日（金）】

引き落とし 3月15日（水）

※画像はイメージです 

＜その他・アンケート欄＞  

 

組合員コード                  名前                       

日付 商品名 カロリー 塩分量(ｇ) アレルギー
2月6日（月） バラエティボックスサンド 444 2.8 小麦・乳・卵
2月7日（火） たまごとツナレタスサンド 452 2.1 小麦・乳・卵
2月8日（水） ひとくちサンド（ハムカツ・ポテト） 461 2.6 小麦・乳・卵
2月9日（木） ミックスサンド 401 1.9 小麦・乳・卵

2月10日（金） ふんわりたまごＢＯＸサンド 430 3.6 小麦・乳・卵

メインメニュー ハンバーグ オニオンソースセット 回鍋肉セット
キャベツと玉子の炒め物 白菜と小松菜の煮付け

かぼちゃの温サラダ トマトのツイストパスタ
人参の塩きんぴら もやしと高菜の和え物

アレルギー 小麦・卵・乳成分 小麦・卵・乳成分
エネルギー 351 kcal. 309 kcal.
食塩相当量 2.2 g 1.6 g
電子レンジ 500W3分30秒 500W3分30秒

サブメイン

ひとことコメント

洋食の定番、ハンバーグです。今回ソー
スは、あっさりとしたオニオンソースを
使用しています。シンプルですが、よく
合います。ハンバーグは、文明開化と共
に肉食が広まるとともに、洋食レストラ
ンなどで食べられるメニューであったよ
うです。

回鍋肉は、たっぷりのキャベツを使用
し、甘めのみそだれで食欲が進む一品で
す。野菜のシャキシャキした食感が美味
しいです。回鍋肉の「回鍋」は鍋に戻す
という意味があり、茹でた豚肉を切って
再び油で炒め直すことから回鍋肉といわ
れるようです。

イメージ写真


