
  10月　Lunch Menu   11月　Lunch Menu
1日 脂に自信！骨を取りました！サバの塩焼＆くわい入りつくね照焼 16日 豚すき皿 1日 16日 食べやすく骨を取りました！生柚子の香り！さわらの柚庵焼＆鶏の磯辺揚げ
木

キムたくビーフン　根菜煮
人参マリネ

金
そぼろと玉ねぎのペンネ　とろーり目玉風オムレツ

おさつコロッケ
日 月

キムチビーフン炒め　切干大根のチンジャオロース風
いんげんの胡麻和え

エネルギー　698kcal　脂質　10.8g　塩分　4.7g エネルギー　728kcal　脂質　14.0g　塩分　3.0g エネルギー　797kcal　脂質　20.1g　塩分　4.1g

2日 ネギ塩チキン竜田 17日 2日 自分で作る高菜明太唐揚げのり弁セット※ 17日 スタミナ豚焼肉風炒め＆白身フライ
金

切干大根と挽肉こっくり煮　マカロニサラダ
いんげんの胡麻和え

土 月
鶏の唐揚げ　焼きそば　おかかふりかけ　明太子　味付け海苔

金平ごぼう　きくらげの佃煮　ごま高菜
火

野沢菜スパ　じゃがいものたらこ和え
ふきの土佐煮

エネルギー　814kcal　脂質　22.4g　塩分　7.3g エネルギー　788kcal　脂質　22.1g　塩分　4.3g エネルギー　799kcal　脂質　15.6g　塩分　3.5g

3日 18日 3日 18日 おおしま秘伝の鶏の唐揚げ
土 日 火 水

細切り昆布と揚げの煮物　金平ごぼう
炭火焼つくね串

エネルギー　746kcal　脂質　21.8g　塩分　3.2g

4日 19日 チキン南蛮～タルタルソース付き～ 4日 嬬恋高原キャベツメンチ～ソース＆マスタード添え～＆二種のチーズのオムレツ 19日 デミグラスハンバーグ
日 月

キムチビーフン炒め　切干大根のチンジャオロース風
いんげんのそぼろ和え

水
切干大根の山椒風味炒め　納豆
ザーサイとワカメの梅かつお和え

木
切干大根と揚げの塩昆布煮　れんこん青のり七味

ほうれん草のおひたし

エネルギー　807kcal　脂質　19.0g　塩分　4.7g エネルギー　776kcal　脂質　19.7g　塩分　4.5g エネルギー　777kcal　脂質　17.3g　塩分　3.8g

5日 豚のスタミナ焼肉風炒め＆肉厚アジフィーレフライ 20日 回鍋肉＆ジャンボ白身フライ 5日 食べやすく骨を取りました！脂にこだわり！サバの塩焼＆鶏天 20日 ジャンボチキン味噌カツ
月

野沢菜スパ　金平竹の子
ナスの刻み生姜和え

火
じゃがいものたらこ和え

こんにゃくの土佐煮　春菊と椎茸のおひたし
木

明太高菜ビーフン炒め
ピーマンの塩昆布和え　かぼちゃさつま

金
高野の玉子和え煮

もやしとニラのソテー　あっさりセロリ

エネルギー　756kcal　脂質　15.2g　塩分　3.3g エネルギー　778kcal　脂質　13.4g　塩分　3.5g エネルギー　705kcal　脂質　14.7g　塩分　3.8g エネルギー　890kcal　脂質　19.3g　塩分　4.7g

6日 秋鮭のタルタル包みカツ＆イタリアンオムレツ 21日 Wロースとんかつ～ソース＆マスタード添え～ 6日 厚切りハムカツのオーロラソース～辛子付き～ 21日

火
金平ごぼう　春雨とニラ玉炒め

がんも煮
水

細切り昆布とお揚げの煮物　金平ごぼう
わかめとカニカマの刻み生姜和え　大根なます

金
春菊と椎茸の和風スパ　ごぼうの生姜焼き風

もやしとニラのソテー
土

エネルギー　758kcal　脂質　15.7g　塩分　3.5g エネルギー　656kcal　脂質　10.0g　塩分　4.2g エネルギー　868kcal　脂質　16.3g　塩分　3.5g

7日 おおしま秘伝の鶏の唐揚げ 22日 ジャンボデミグラスハンバーグ 7日 22日

水
切干大根の山椒風味炒め

冷ややっこ　キムチやっこの具
木

ふきの土佐煮　れんこん青のり七味
オクラと青さこんにゃくのおかかポン酢

土 日

エネルギー　766kcal　脂質　24.8g　塩分　3.1g エネルギー　767kcal　脂質　17.5g　塩分　3.7g

8日 厚切りハムカツのオーロラソース～小袋辛子付～ 23日 ジャンボチキン味噌カツ 8日 23日

木
明太高菜ビーフン炒め　ひじきとさつま揚げの煮物

ピーマンの塩昆布和え
金

　高野の玉子和え煮
切干大根とニラのナムル　あっさりセロリ

日 月

エネルギー　798kcal　脂質　22.2g　塩分　4.3g エネルギー　890kcal　脂質　19.3g　塩分　4.7g

9日 アジの竜田揚げ～おおしま特製柚子タルソース添え～＆お好み風玉子焼き 24日 9日 こりこり軟骨入り焼きつくね＆チンジャオロース 24日 鶏の照焼＆アジフライ
金

細切り昆布とお揚げの煮物　マカロニとコーンのソテー
しゅうまい　　五目ごはん

土 月
高野の彩り煮　あっさりセロリ

ナスの刻み生姜和え
火

つきこんの柚子胡椒炒め　ソース焼きそば
ブロッコリーとツナの和風サラダ 山菜ごはん

エネルギー　890kcal　脂質　27.9g　塩分　4.6g エネルギー　728kcal　脂質　14.4g　塩分　4.0g エネルギー　781kcal　脂質　18.9g　塩分　3.9g

10日 25日 10日 大判トンカツ～焙煎ゴマ入りソース～ 25日 ハンバーグおろしポン酢＆エビフライ
土 日 火

アジアンビーフン　ひじきとささ身の味噌マヨサラダ
ふきの金平煮

水
明太スパ　五目巾着煮

青菜の胡麻和え
エネルギー　805kcal　脂質　14.7g　塩分　2.4g エネルギー　745kcal　脂質　16.3g　塩分　4.6g

11日 26日 野菜たっぷりポークチャップ＆うずらウインナー串フライ 11日 玉ねぎたっぷり照焼ソースハンバーグ 26日 揚げ鶏の七味マヨがらめ
日 月

カレービーフン炒め　ひじきとさつま揚げの煮物
青菜と揚げのおひたし

水
　春雨ともずくの柚子和え

キムチもやし　磯風味松前高菜
木

キムチビーフン炒め　いんげんとちくわの柚子胡椒和え
ナスの刻み生姜和え

エネルギー　706kcal　脂質　12.0g　塩分　3.1g エネルギー　704kcal　脂質　13.7g　塩分　5.3g エネルギー　816kcal　脂質　27.2g　塩分　2.9g

12日 根菜入り焼きつくね＆鶏天～おろしポン酢添え～ 27日 おおしま秘伝の鶏の唐揚げ 12日 油淋鶏 27日 ネギ塩豚焼肉＆うずら串フライ
月

　高野の彩り煮
あっさりセロリ　ナスの煮びたし

火
つきこんの柚子胡椒炒め　ソース焼きそば

ブロッコリーとツナの和風サラダ
木

金平ごぼう　花野菜とマカロニの山椒風味サラダ
春菊と椎茸のおひたし　五目ごはん

金
山菜スパ　高野と白菜の煮物
割り干し大根と水菜のはりはり風

エネルギー　793kcal　脂質　20.1g　塩分　5.4g エネルギー　761kcal　脂質　21.7g　塩分　4.0g エネルギー　889kcal　脂質　28.6g　塩分　4.0g エネルギー　723kcal　脂質　12.8g　塩分　4.8g

13日 ジャンボメンチ柚子胡椒添え 28日 緑黄色野菜入り豆腐ハンバーグ～おろしポン酢添え～＆カニ足風フライ 　 13日 豚すき皿 28日

火
アジアンビーフン　ひじきと菜の花とツナのサラダ

ブロッコリーおかか和え
水

明太スパ　金平レンコン
青菜の胡麻和え

金
そぼろと玉ねぎの和風ペンネ　目玉焼き風オムレツ

小松菜のオリーブオイルナムル
土

エネルギー　802kcal　脂質　22.2g　塩分　3.0g エネルギー　623kcal　脂質　8.1g　塩分　2.6g エネルギー　713kcal　脂質　13.5g　塩分　3.2g

14日 玉ねぎたっぷりジャンボ照焼ハンバーグ 29日 こちらも骨を取りました！北海道産鮭の塩焼き＆鶏の磯辺揚げ 14日 29日

水
切干大根の田舎煮　春雨ともずくの柚子和え

キムチもやし
木

キムチビーフン炒め　いんげんとちくわの柚子マヨ
栗ときのこのがんも　山菜ごはん

土 日

エネルギー　708kcal　脂質　13.7g　塩分　3.2g エネルギー　795kcal　脂質　23.6g　塩分　2.6g

15日 油淋鶏 30日 鶏ちゃん焼き＆豚天 15日 30日 厚切りハムカツのオーロラソース～辛子付き～

木
金平ごぼう山椒風味　ソース焼きそば

　だし巻き玉子
金

竹の子彩りチャンプルー
割り干し大根と水菜のはりはり風　あっさりセロリ

日 月
春菊と椎茸の和風スパ　細切り昆布と揚げの煮物

キムチもやし

エネルギー　985kcal　脂質　30.7g　塩分　6.0g エネルギー　698kcal　脂質　11.8g　塩分　3.3g エネルギー　805kcal　脂質　21.4g　塩分　3.3g

31日

土 おまかせメニュー

お休み

おまかせメニュー
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お休み

おまかせメニュー

おまかせメニュー お休み

お休み

お休み おまかせメニュー

おまかせメニュー
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おまかせメニュー お休み

株式会社おおしま 
名古屋市天白区中坪町155番地       

 http://oshima-bento.com 
 ＴＥＬ052-895-9414 ＦＡＸ052-891-8155  

ご飯にのせれば 

豚すき丼！ 

※多少の小骨はござい

ます。ご容赦ください。 

弊社まかないから生

まれた人気メニュー！ 

株式会社おおしま 
名古屋市天白区中坪町155番地        

 http://oshima-bento.com 
 ＴＥＬ052-895-9414 ＦＡＸ052-891-8155  

豆腐にキムチやっこの具

を乗せてもおいしいです！ 

ご飯にのせれば 

豚すき丼！ 

※辛いので少量ずつつけ

てお召し上がりください。 


