
  10月 Lunch Menu   11月 Lunch Menu
1日 つくね揚げのおろしだれ＆白身フライ 16日 1日 厚切りハムカツのオーロラソース～小袋辛子付き～ 16日 チンジャオロース＆肉詰めいなり
金

金平ごぼう山椒風味　春雨とニラ玉炒め
割干大根と水菜のはりはり風

土 月
明太スパ　金平たけのこ
いんげんのそぼろ和え

火
アジアンビーフン　高野の彩煮

あっさりセロリ
エネルギー　780kcal　脂質　24.8g　塩分　4.4g エネルギー　829kcal　脂質　21.8g　塩分　4.1g エネルギー　751kcal　脂質　19.0g　塩分　4.1g

2日 17日 2日 豚キムチ＆うずら串フライ 17日 ジャンボハンバーグ和風きのこあん
土 日 火

ひじきとささ身の味噌マヨ　切干大根煮
ピーマンとちくわの炒め物

水
焼きそば　切干大根の明太和えレモン風味

なすの刻み生姜和え

エネルギー　743kcal　脂質　14.9g　塩分　3.3g エネルギー　846kcal　脂質　20.5g　塩分　5.2g

3日 18日 油淋鶏 3日 18日 鶏の南部焼＆白身フライ
日 月

野沢菜スパ　金平れんこん
小松菜と揚げのおひたし

水 木
つきこんの柚子味噌　春雨とニラ玉炒め

いんげんの胡麻和え

エネルギー　844kcal　脂質　21.0g　塩分　5.3g エネルギー　833kcal　脂質　24.1g　塩分　4.0g

4日 豚キムチ＆鮭タルタルカツ 19日 チンジャオロース＆棒餃子 4日 トリュフ香るたっぷりキノコメンチ＆チーズinオムレツ 19日 おおしま秘伝の鶏の唐揚げ
月

明太スパ　金平たけのこ
いんげんのそぼろ和え

火
アジアンビーフン

ひじきとちくわの柚子胡椒和え　あっさりセロリ
木

そぼろと玉ねぎの和風ペンネ　金平ごぼう
小松菜オリーブオイルナムル

金
イタリアンスパ　金平ごぼう

カニカマときゅうりの中華和え

エネルギー　795kcal　脂質　16.9g　塩分　4.1g エネルギー　721kcal　脂質　19.0g　塩分　3.6g エネルギー　778kcal　脂質　18.4g　塩分　3.5g エネルギー　820kcal　脂質　22.4g　塩分　3.3g

5日 デミグラスハンバーグ＆エビフライ 20日 酢豚風肉団子 5日 デミグラスハンバーグ＆エビフライ 20日

火
切干大根と挽肉のこっくり煮　ひじきの煮物

ピーマンとちくわの炒め物
水

焼きそば　切干大根の明太和えレモン風味
ナスの刻み生姜和え

金
明太高菜ビーフン　じゃが芋とひじきの煮物

キムチもやし
土

エネルギー　792kcal　脂質　21.9g　塩分　3.8g エネルギー　959kcal　脂質　31.5g　塩分　5.4g エネルギー　825kcal　脂質　21.8g　塩分　3.6g

6日 鶏の照焼＆目玉焼フライ 21日 彩り海鮮しんじょ焼＆アジフライ 6日 21日

水
春雨と蒸し鶏の青じそ風味サラダ　いんげんのおかか辛子マヨ

竹の子と人参のレモンナムル
木

つきこんの柚子味噌　春雨とニラ玉炒め
いんげんの胡麻和え

土 日

エネルギー　826kcal　脂質　26.6g　塩分　3.4g エネルギー　733kcal　脂質　12.2g　塩分　4.3g

7日 厚切りハムカツのオーロラソース～小袋辛子付き～ 22日 たっぷり玉ねぎの照焼ハンバーグ 7日 22日 脂に自信！骨取り！サバの塩焼＆玉子サラダフライ
木

そぼろと玉ねぎのペンネ　金平ごぼう
ブロッコリーの胡麻和え

金
イタリアンスパ　金平ごぼう

紫芋コロッケ
日 月

ひじきナムル　切干大根と鶏のカレー炒め
ピリ辛ごぼう天

エネルギー　802kcal　脂質　13.2g　塩分　3.6g エネルギー　860kcal　脂質　18.9g　塩分　3.9g エネルギー　733kcal　脂質　15.0g　塩分　4.6g

8日 アジ梅しそ包みフライ＆みそ味つくね 23日 8日 油淋鶏 23日

金
明太高菜ビーフン炒め　牛蒡とごんにゃくの味噌煮

キムチもやし
土 月

イタリアンスパ　竹の子とエビとザーサイ炒め
わかめとカニカマのナムル

火

エネルギー　697kcal　脂質　19.5g　塩分　3.3g エネルギー　925kcal　脂質　30.4g　塩分　6.0g

9日 24日 9日 チーズinエビカツ玉子野菜あん＆山芋ネギ焼 24日 メンチカツ柚子胡椒添え＆九州醤油ハムステーキ
土 日 火

春雨ともずくの柚子和え　れんこん青のり七味
ナスの刻み生姜和え

水
明太スパ　れんこん黒酢金平

もやしの塩昆布和え
エネルギー　714kcal　脂質　10.9g　塩分　3.9g エネルギー　876kcal　脂質　19.7g　塩分　4.0g

10日 25日 鶏マヨ七味風味 10日 カニ足風フライ＆アジフライ～タルタルソース付き～ 25日 回鍋肉＆醤油の旨味イカカツ
日 月

高野の玉子和え煮
ブロッコリー胡麻和え　ポテトサラダ

水
切干大根のチンジャオロース風

ブロッコリーの胡麻和え　炭火焼つくね串
木

いんげんとちくわの柚子マヨ和え　細切り昆布と揚げの煮物
オクラのおかか和え

エネルギー　873kcal　脂質　31.6g　塩分　3.7g エネルギー　756kcal　脂質　21.7g　塩分　3.2g エネルギー　721kcal　脂質　17.8g　塩分　3.8g

11日 チキン南蛮 26日 ネギ塩焼肉＆白身フライ 11日 脂に自信！骨取り！サバの塩焼＆ハムベーコンクランチカツ 26日 ジャンボ味噌チキンカツ
月

イタリアンスパ　竹の子とエビとザーサイ炒め
ワカメとカニカマのナムル

火
キムたくビーフン　ごぼうとカニカマの胡麻サラダ

ザーサイとワカメのナムル
木

キムたくビーフン　金平ごぼう
　あっさりセロリ

金
ザーサイビーフン炒め　金平竹の子

茄子の煮びたし

エネルギー　870kcal　脂質　23.9g　塩分　5.4g エネルギー　766kcal　脂質　15.7g　塩分　7.0g エネルギー　768kcal　脂質　19.6g　塩分　5.6g エネルギー　868kcal　脂質　18.5g　塩分　4.7g

12日 トンカツの玉子あん 27日 ジャンボチキン味噌カツ 12日 ネギ塩焼肉＆目玉焼きフライ 27日

火
春雨ともずくの柚子和え　れんこん青のり七味

ナスの刻みしょうが和え
水

焼きそば　れんこん黒酢金平
もやしの塩昆布和え

金
大豆と切干大根の生姜マヨ　細切り昆布と揚げの煮物

いんげんのおかか和え
土

エネルギー　814kcal　脂質　12.2g　塩分　3.5g エネルギー　819kcal　脂質　13.4g　塩分　4.7g エネルギー　758kcal　脂質　14.8g　塩分　5.7g

13日 おおしま秘伝の鶏の唐揚げ 28日 脂に自信！骨取り！サバの塩焼＆海老しそカツ 　 13日 28日 　

水
山菜スパ　切干大根のチンジャオ風

ブロッコリー胡麻和え
木

細切り昆布と揚げの煮物　いんげんとちくわの柚子マヨ和え
オクラのおかか和え

土 日

エネルギー　838kcal　脂質　23.7g　塩分　2.9g エネルギー　829kcal　脂質　22.0g　塩分　4.6g

14日 脂に自信！骨取り！サバの塩焼＆メンチカツ 29日 つくねれんこんバーグ＆玉子サラダフライ 14日 29日 自分で作る高菜明太唐揚げのり弁セット※
木

キムたくビーフン　金平ごぼう
　あっさりセロリ

金
　切干大根と竹の子の煮物
ナスの煮びたし　しゅうまい

日 月
鶏の唐揚　焼きそば　味付け海苔　おかかふりかけ　明太子

金平ごぼう　きくらげの佃煮　ごま高菜
エネルギー　798kcal　脂質　19.0g　塩分　5.4g エネルギー　770kcal　脂質　16.5g　塩分　4.4g エネルギー　788kcal　脂質　22.2g　塩分　4.2g

15日 チキンカツ柚子胡椒添え＆九州醤油ハムステーキ 30日 15日 彩り海鮮しんじょ焼のおろしだれ＆アジ梅しそ包みフライ 30日 鶏のにんにく醤油焼＆メンチカツ
金

細切り昆布と揚げの煮物　じゃが芋とつきこんの味噌煮
いんげんのおかか和え

土 月
野沢菜スパ　金平れんこん

小松と揚げのおひたし
火

山菜スパ　ひじきの煮物
ピーマンとちくわの炒め物

エネルギー　840kcal　脂質　18.8g　塩分　4.9g エネルギー　757kcal　脂質　9.3g　塩分　5.2g エネルギー　904kcal　脂質　27.5g　塩分　4.1g

31日

日

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。

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。

お休み

お休み

おまかせメニュー

おまかせメニュー

おまかせメニュー 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

おまかせメニュー

おまかせメニュー お休み

お休み

おまかせメニュー

お休み

☆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。

おまかせメニュー

おまかせメニュー

おまかせメニュー

☆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。

☆弊社のコメは国産米を使用しています。

☆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。

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※赤字下線のメニューです 

「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。 

辛いので少量ずつ

ご使用ください。 

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  

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※赤字下線のメニューです 

「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。 

     ※29日（月） 自分で作るのり弁セットの召し上がりかた 
1、ごはんの上にふりかけと木耳の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あげて下さい！ 

※もちろん何もせずにいつも通りおかずとして食べてもOKです。 

詳しくは下段を

ご覧ください。 

辛いので少量ずつ

ご使用ください。 


