
  2月 Lunch Menu   3月 Lunch Menu
1日 回鍋肉＆豚串カツ 16日 チキン南蛮～タルタルソース添え～＆イタリアンオムレツ 1日 大判とんかつ～焙煎ゴマ入りカツソース～ 16日 ネギ塩焼肉風炒め＆コク旨カレーオムレツ
月

明太スパ　細切り昆布と揚げの煮物
青菜の辛し和え

火
野沢菜スパ　ひじきとさつま揚げの煮物

ふきの土佐煮　山菜ごはん
月

明太スパ　ひじきとさつま揚げの煮物
キムチもやし

火
野沢菜スパ　ひじきとささみの味噌マヨサラダ

ふきの土佐煮　山菜ごはん
エネルギー　721kcal　脂質　7.7g　塩分　3.3g エネルギー　875kcal　脂質　25.4g　塩分　4.3g エネルギー　741kcal　脂質　5.2g　塩分　2.7g エネルギー　804kcal　脂質　21.5g　塩分　4.7g

2日 いわしの天ぷらかば焼き風＆お好み風玉子焼き 17日 厚切りハムカツのオーロラソース～辛子付き～ 2日 野菜肉巻き＆アジフライ～タルタルソース添え～ 17日 鶏の竜田揚げ～春色梅かつおマヨ～＆お好み風玉子焼き
火

春雨のピリ辛炒め　ひじきとさつま揚げの煮物
いんげんの胡麻和え

水
細切り昆布と揚げの煮物　金平ごぼう

２色キャベツのコールスロー
火

春雨ともずくの柚子和え　高野と玉子の煮物
　しゅうまい

水
春雨と春菊の胡麻和え　金平ごぼう

キャベツの春色コールスロー

エネルギー　684kcal　脂質　14.1g　塩分　3.1g エネルギー　799kcal　脂質　23.9g　塩分　3.9g エネルギー　742kcal　脂質　17.2g　塩分　3.5g エネルギー　762kcal　脂質　19.6g　塩分　3.4g

3日 ジャンボメンチ柚子胡椒添え 18日 油淋鶏 3日 油淋鶏 18日 デミグラスハンバーグ＆エビフライ
水

高野とふきの煮物　れんこんの青のり七味
ザーサイとワカメの梅かつお和え

木
切干大根煮　れんこん青のり七味

ほうれん草のおひたし
水

菜花とベーコンスパ　れんこんの青のり七味
キャベツの春色コールスロー

木
切干大根煮　れんこん青のり七味

いんげんの胡麻和え

エネルギー　811kcal　脂質　21.6g　塩分　4.3g エネルギー　827kcal　脂質　23.9g　塩分　4.3g エネルギー　892kcal　脂質　28.9g　塩分　4.6g エネルギー　806kcal　脂質　21.7g　塩分　3.8g

4日 ジャンボ照り焼きハンバーグ 19日 ジャンボチキン味噌カツ 4日 チンジャオロース＆棒餃子 19日 ジャンボチキン味噌カツ
木

切干大根と挽肉こっくり煮　ごぼうとカニカマサラダ
ピーマンの塩昆布和え

金
高野の玉子和え煮

もやしとニラのソテー　生姜まる天
木

大豆と切干大根とささみの生姜マヨ
ザーサイとワカメの梅かつお和え　あっさりセロリ

金
高野と玉子の煮物

もやしとニラのソテー　菜の花がんも

エネルギー　741kcal　脂質　16.7g　塩分　4.1g エネルギー　875kcal　脂質　19.3g　塩分　3.9g エネルギー　707kcal　脂質　15.3g　塩分　4.0g エネルギー　794kcal　脂質　15.7g　塩分　4.0g

5日 おおしま秘伝の鶏の唐揚げ 20日 5日 厚切りハムカツのオーロラソース～辛子付～ 20日

金
ペンネアラビアータ　金平竹の子

あっさりセロリ　五目ごはん 土 金
つきこんの柚子みそ　春雨のピリ辛炒め

大根なます　五目ごはん 土

エネルギー　834kcal　脂質　25.6g　塩分　3.6g エネルギー　819kcal　脂質　23.7g　塩分　3.9g

6日 21日 6日 21日

土 日 土 日

7日 22日 アジの梅しそ包みフライ＆ミニデミバーグ 7日 22日 豚の生姜焼き風炒め＆イカキャベツカツ
日 月

カレービーフン炒め　竹の子とエビとザーサイ炒め
　あっさりセロリ

日 月
竹の子と桜エビとザーサイ炒め
青菜のおひたし　あっさりセロリ

エネルギー　777kcal　脂質　17.3g　塩分　5.1g エネルギー　692kcal　脂質　21.7g　塩分　4.4g

8日 大判とんかつ～焙煎胡麻カツソース～ 23日 8日 たっぷり玉ねぎと黒酢だれの照焼ハンバーグ 23日 自分で作る高菜明太唐揚げのり弁セット※
月

山菜スパ　高野の彩煮
青菜のオリーブオイルナムル　ナスの刻み生姜和え

火 月
竹の子と桜エビとザーサイ炒め

小松菜のオリーブオイルナムル　だし巻き玉子
火

鶏の唐揚げ　焼きそば　ふりかけ　海苔　明太子
金平ごぼう　木耳の佃煮　ごま高菜

エネルギー　815kcal　脂質　12.8g　塩分　3.1g エネルギー　861kcal　脂質　20.8g　塩分　5.4g エネルギー　780kcal　脂質　21.3g　塩分　4.2g

9日 脂に自信！骨取り！サバの塩焼＆たっぷり生姜の大きなさつま揚げ 24日 ネギ塩焼肉風炒め＆牛串カツ 9日 脂に自信！骨取り！サバの塩焼＆鶏天 24日 アジ梅しそ包みフライ＆みそ味つくね
火

そぼろと玉ねぎの和風ペンネ　ひじきとささみの味噌マヨサラダ
ふきの金平煮 水

明太スパ　切干大根とささみの中華和え
ザーサイとわかめの梅かつお和え 火

切干大根煮　春雨とニラ玉炒め
ピーマンの塩昆布和え 水

明太スパ　厚揚げとひじきの煮物
ザーサイとわかめのナムル

エネルギー　708kcal　脂質　16.7g　塩分　3.6g エネルギー　767kcal　脂質　14.8g　塩分　4.5g エネルギー　714kcal　脂質　13.4g　塩分　3.7g エネルギー　670kcal　脂質　7.3g　塩分　3.8g

10日 鶏のにんにく醤油焼＆ジャンボ白身フライ 25日 脂に自信！骨取り！サバの塩焼＆とり天 10日 やみつきスパイシーチキン＆菜の花と竹の子コロッケ 25日 鰆（さわら）の白醤油焼＆鶏の磯辺揚げ
水

細切り昆布と揚げの煮物　春雨ともずくの柚子和え
野菜とひじきの豆腐寄せ 木

キムチビーフン炒め　ごぼうとカニカマサラダ
ナスの刻み生姜和え 水

細切り昆布と揚げの煮物　焼きそば
四川インゲン炒め 木

菜花とあさりの酢味噌和え
切干大根のキムチ和え　ナスの刻み生姜和え

エネルギー　877kcal　脂質　28.5g　塩分　3.8g エネルギー　700kcal　脂質　11.6g　塩分　3.7g エネルギー　883kcal　脂質　25.2g　塩分　4.8g エネルギー　745kcal　脂質　19.1g　塩分　3.8g

11日 26日 ハンバーグおろしポン酢＆カニ足風フライ 11日 ジャンボメンチ～ソース＆マスタード添え～ 26日 豆腐入りジャンボ鶏バーグ～おろしポン酢～

木 金
細切り昆布と揚げの煮物　焼きそば

こんにゃくの土佐煮
木

野沢菜スパ　ふきと木耳の胡麻風味炒め
割り干し大根と水菜のはりはり

金
竹の子のそぼろあんかけ　春雨とニラ玉炒め

ふきの土佐煮

エネルギー　747kcal　脂質　18.1g　塩分　5.0g エネルギー　743kcal　脂質　9.9g　塩分　4.6g エネルギー　797kcal　脂質　17.5g　塩分　5.8g

12日 豚すき皿 27日 12日 豚すき皿 27日

金
切干大根とささ身の中華和え

ザーサイといんげん梅かつお和え　キムチ 土 金
黒酢春雨サラダ　インゲンとちくわの柚子マヨ

　ブロッコリーのからし和え 土

エネルギー　683kcal　脂質　9.8g　塩分　4.0g エネルギー　654kcal　脂質　9.8g　塩分　2.6g

13日 28日 　 13日 28日 　

土 日 土 日

14日 14日 29日 エビカツの玉子野菜あん＆山芋ネギ焼き
日 日 月

切干大根とあさりの煮物　ひじきとさつま揚げの煮物
れんこんの梅和え

エネルギー　695kcal　脂質　7.2g　塩分　4.7g

15日 デミグラスハンバーグ＆エビフライ 15日 おおしま秘伝の鶏の唐揚げ 30日 チキン南蛮～タルタルソース添え～＆春色たけのこしゅうまい
月

切干大根のチンジャオロース風
青菜とセロリのソテー　しゅうまい 月

切干大根のチンジャオ風
青菜とセロリのソテー　エンドウのおかか和え 火

菜花とベーコンスパ
キムチもやし　ブロッコリーとツナの和風サラダ

エネルギー　871kcal　脂質　26.6g　塩分　4.0g エネルギー　796kcal　脂質　22.9g　塩分　3.9g エネルギー　784kcal　脂質　17.7g　塩分　3.7g

31日 ジャンボメンチ柚子胡椒添え
水

大根葉とそぼろスパ　高野と桜エビの煮物
木耳と竹の子の中華炒め

エネルギー　830kcal　脂質　20.2g　塩分　3.6g

マイ箸注文承り中です。 マイ箸注文承り中です。

　 　

　　 　　

※　写真はイメージです。 ※　写真はイメージです。
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お休み

☆弊社のコメは国産米を使用しています。

☆お弁当は、陽の当たらない風通しのよい場所に保管して下さい。
☆食材入手の関係で一部メニューを変更する事がありますので予めご了承下さい。

☆調理はすべて当日の朝行っておりますが、衛生上午後１時までにお召し上がりください。

☆当社は、名古屋の《栄養成分表示店》に登録されています。

☆エネルギーは普通ご飯(４１４kcal)を含む値です。

☆調理はすべて当日の朝行っておりますが、衛生上午後１時までにお召し上がりください。

☆当社は、名古屋の《栄養成分表示店》に登録されています。

☆エネルギーは普通ご飯(４１４kcal)を含む値です。

☆食材入手の関係で一部メニューを変更する事がありますので予めご了承下さい。
☆お弁当は、陽の当たらない風通しのよい場所に保管して下さい。

☆弊社のコメは国産米を使用しています。

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  

あなたの健康をサポート 

シールド乳酸菌🄬入りメニュー始めました 
「あなたの健康をサポート」をテーマに 

１食あたりシールド乳酸菌🄬を100億個も配合！ 
 

こんな世の中だからこそ、 

お客様に健康と美味しさを届けます！ 
 

※「シールド乳酸菌🄬」は森永乳業(株)の登録商標です。 

シールド乳酸菌® 

Ｍ-1 

１００億個配合 

シールド乳酸菌® 

Ｍ-1 

１００億個配合 

※23日（火）自分で作るのり弁セットの召し上がり方 
1.ごはんの上にふりかけと佃煮をまんべんなくかけて、のりをその上に敷きます。 

2.その上に、おかず容器に入っているおかずの中から、好きなものを好きなようにのせます。 

3.完成！ぜひ自分ならではののり弁を作り上げてください！ 

※もちろん何もせずにいつも通りおかずとして食べていただいてもOK です。 

 
（完成品をインスタに上げてもらえるととっても喜びます！ ♯おおしまおかず総選挙） 

 

※詳しくはメニュー表

下段をご覧ください。 

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。 

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  

あなたの健康をサポート 

シールド乳酸菌入りメニュー始めました!! 
「あなたの健康をサポート」をテーマに 

１食あたりシールド乳酸菌を100億個も配合！ 
 

こんな世の中だからこそ、 

お客様に健康と美味しさを届けます！ 
 

※「シールド乳酸菌Ｍ－１®」は森永乳業(株)の登録商標です。 

お弁当では東海エリア

初の試み！詳しくは右

下をご覧ください。 

ご飯にのせれば 

豚すき丼！ 

マスコットキャラ生まれました！ 

※辛いので少量ずつつけ

てお召し上がりください。 


