
  12月 Lunch Menu   1月 Lunch Menu
1日 ハンバーグおろしポン酢＆ささみチーズカツ 16日 メンチカツ柚子胡椒添え 1日 16日

水
春雨と蒸し鶏のサラダ　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

金平こんにゃく　春雨とニラ玉炒め
いんげんの胡麻和え

土 日

エネルギー　747kcal　脂質　21.7g　塩分　3.1g エネルギー　701kcal　脂質　10.7g　塩分　4.5g

2日 豚キムチ＆スパイシートマトカレーコロッケ 17日 鶏のにんにく醤油焼＆サーモンタルタルカツ 2日 17日 油淋鶏
木

そぼろと玉ねぎの和風ペンネ　じゃがいものたらこ和え
小松菜のオリーブオイルナムル

金
椎茸と春菊の和風スパ　金平ごぼう

ツナときゅうりの中華和え
日 月

ひじきとカニカマのナムル　納豆
ブロッコリーの胡麻和え

エネルギー　755kcal　脂質　12.1g　塩分　3.1g エネルギー　850kcal　脂質　20.7g　塩分　4.2g エネルギー　843kcal　脂質　20.7g　塩分　4.2g

3日 厚切りハムカツのオーロラソース～小袋辛子付～ 18日 3日 18日 チンジャオロース＆黒胡椒ハムステーキ
金

ビーフンと青菜炒め　ごぼうとこんにゃくの味噌煮
ナスの刻み生姜和え

土 月 火
キムたくビーフン　ごぼうとカニカマサラダ

ザーサイとワカメの梅かつお和え

エネルギー　785kcal　脂質　19.6g　塩分　3.4g エネルギー　660kcal　脂質　9.7g　塩分　5.6g

4日 19日 4日 19日 チキンカツの玉子あん
土 日 火 水

明太スパ　レンコン青のり七味
磯風味松前高菜

エネルギー　805kcal　脂質　17.9g　塩分　5.9g

5日 20日 チンジャオロース＆黒胡椒ハムステーキ 5日 20日 脂に自信！骨取り！サバの塩焼＆鶏の磯辺揚げ
日 月

ひじきとカニカマのナムル　和風ポテサラわさび風味
ブロッコリー胡麻和え

水 木
切干大根と挽肉こっくり煮

コーンと水菜のソテー　春菊と椎茸のおひたし

エネルギー　672kcal　脂質　13.0g　塩分　4.4g エネルギー　725kcal　脂質　17.0g　塩分　3.8g

6日 さわらの柚庵焼＆たっぷりコーンフライ 21日 油淋鶏 6日 あけましておめでトンカツ～焙煎ゴマ入りカツソース～ 21日 厚切りハムカツのオーロラソース～小袋辛子付き～

月
野沢菜スパ　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
ザーサイとワカメの梅かつお和え　あっさりセロリ

木
キムたくビーフン　金平ごぼう

　あっさりセロリ
金

アジアンビーフン
ナスの刻み生姜和え　コーンのつまみ揚げ

エネルギー　860kcal　脂質　22.4g　塩分　5.2g エネルギー　834kcal　脂質　24.0g　塩分　6.2g エネルギー　735kcal　脂質　13.4g　塩分　4.7g エネルギー　761kcal　脂質　18.8g　塩分　3.1g

7日 チーズinエビカツの玉子野菜あん 22日 玉ねぎたっぷりジャンボ照焼ハンバーグ 7日 チキン南蛮 22日

火
春雨ともずくの柚子和え　れんこん青のり七味

　たたきごぼう
水

明太スパ　れんこん青のり七味
磯風味松前高菜

金
大豆と切干大根とささ身の生姜マヨ

いんげんのおかか和え　春菊と大豆もやしのキムチ和え
土

エネルギー　731kcal　脂質　11.1g　塩分　4.0g エネルギー　807kcal　脂質　18.5g　塩分　5.8g エネルギー　820kcal　脂質　23.2g　塩分　3.1g

8日 カニ足風フライ＆アジフライ～タルタルソース付き～ 23日 厚切りハムカツのオーロラソース～小袋辛子付～ 8日 23日

水
切干大根のチンジャオ風

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　細切り昆布と揚げの煮物
オクラのおかか和え

土 日

エネルギー　925kcal　脂質　30.4g　塩分　6.0g エネルギー　869kcal　脂質　28.7g　塩分　4.5g

9日 骨取り！脂にこだわり！サバの塩焼＆チーズベーコンクランチカツ 24日 おおしま秘伝の鶏の唐揚げ 9日 24日 デミグラスハンバーグ＆エビフライ
木

キムたくビーフン　金平ごぼう
　あっさりセロリ

金
切干大根とささみの胡麻酢和え

ナスの刻み生姜和え　豆乳入り五目しんじょ
日 月

　ひじきとささみの味噌マヨサラダ
高野と桜エビの煮物　春菊と椎茸のおひたし

エネルギー　768kcal　脂質　18.2g　塩分　5.6g エネルギー　722kcal　脂質　19.1g　塩分　2.3g エネルギー　896kcal　脂質　27.9g　塩分　4.1g

10日 チキン南蛮 25日 10日 25日 鶏のマーマレード焼＆白身フライ
金

大豆と切干大根とささみの生姜マヨ　細切り昆布と揚げの煮物
春菊と大豆もやしのキムチ和え

土 月 火
山菜スパ　ごぼうとコーンのサラダ

ピーマンとちくわの煮物
エネルギー　820kcal　脂質　23.2g　塩分　4.0g エネルギー　888kcal　脂質　28.6g　塩分　3.1g

11日 26日 11日 エビカツの玉子野菜あん 26日 豆腐入りジャンボ鶏バーグのきのこあん
土 日 火

アジアンビーフン
彩りインゲン天　あっさりセロリ

水
いんげんのおかか辛子マヨ

切干大根とニラのナムル　しゅうまい

エネルギー　807kcal　脂質　18.0g　塩分　4.3g エネルギー　753kcal　脂質　19.8g　塩分　4.6g

12日 27日 Ｗローストンカツ～焙煎ゴマ入りカツソース～ 12日 おおしま秘伝の鶏の唐揚げ 27日 おおしま秘伝の鶏の唐揚げ
日 月

　ひじきとささみの味噌マヨサラダ
高野と桜エビの煮物　春菊と椎茸のおひたし

水
ペンネアラビアータ　切干大根の明太和えレモン風味

　ナスの刻み生姜和え
木

そぼろと玉ねぎの和風ペンネ　じゃが芋のたらこ和え
あっさりセロリ

エネルギー　753kcal　脂質　15.0g　塩分　3.6g エネルギー　781kcal　脂質　22.0g　塩分　2.8g エネルギー　790kcal　脂質　21.4g　塩分　3.3g

13日 ジャンボチキン味噌カツ 28日 豚すき皿 　 13日 ジャンボメンチ柚子胡椒添え 28日 豚キムチ＆大葉香る春巻 　

月
野沢菜スパ　金平れんこん
小松菜と油揚げのおひたし

火
山菜スパ　ごぼうとコーンのサラダ

ピーマンとちくわの炒め物
木

金平こんにゃく　春雨のニラ玉炒め
いんげんの胡麻和え

金
ビーフン青菜炒め　ロールキャベツのコンソメ煮

ナスの刻み生姜和え
エネルギー　833kcal　脂質　21.1g　塩分　3.8g エネルギー　703kcal　脂質　12.9g　塩分　2.6g エネルギー　768kcal　脂質　18.1g　塩分　3.9g エネルギー　710kcal　脂質　15.7g　塩分　3.0g

14日 ネギ塩焼肉＆棒餃子 29日 14日 鶏の南部焼＆イカカツ 29日

火
アジアンビーフン　高野の彩煮

　あっさりセロリ
水 金

椎茸と春菊の和風スパ　金平ごぼう
きゅうりとツナの中華和え

土

エネルギー　689kcal　脂質　10.3g　塩分　5.0g エネルギー　765kcal　脂質　20.6g　塩分　2.7g

15日 ジャンボバーグキノコデミソース 30日 15日 30日

水
ペンネアラビアータ　切干大根の明太和えレモン風味

ナスの刻み生姜和え
木 土 日

エネルギー　843kcal　脂質　20.8g　塩分　4.5g

31日 31日 鶏マヨ七味風味＆南瓜のキッシュ風
金 月

切干大根とベーコンとじゃが芋のポトフ風　ブロッコリーの胡麻サラダ
いんげんのそぼろ和え

エネルギー　808kcal　脂質　26.3g　塩分　2.7g

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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☆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。
☆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 お休み
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☆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。

☆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。

☆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。

☆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  
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あなたの健康をサポート 
シールド乳酸菌🄬入りメニューやってます！※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。 

（2020年10月～2021年10月分の投票より集計） 

※年末年始の営業のご案内 

 
12月29日、1月4日、5日 

上記期間は配達エリアを限定させていただきます。 

詳細は別途ご案内させていただきます。 

大変ご迷惑をお掛けし恐縮ですが、ご理解ご協力の

程よろしくお願いいたします。 
 

12月30日～1月3日は 

全社休業させていただきます。 

 

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。 
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※辛いので少量ずつつけ

てお召し上がりください。 

ご挨拶 
 

旧年中の御愛食、誠にありがとうございました。 

本年も皆様に喜んでいただけるお弁当を提供できるよう努めて参ります。 

本年もよろしくお願い申し上げます。 
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