
※材料の都合によりメニューが変わる場合がございます。ご了承下さい。 　新大阪食品産業㈱　　　　　

秋献立に変わります
昼
食

昼
食

27

炊き合わせ ポテトサラダ 野菜サラダ ほうれん草お浸し
昼
食

さわらの照り焼き チキンカツ 海老フライ カツとじ煮

アスパラベーコン炒め がんも煮 金平ごぼう

オクラおろし和え
20 6月27日 6月28日 6月29日 6月30日

マカロニサラダ 春巻き 野菜コロッケ 小松菜酢味噌和え ゴーヤチャンプル お　休　み
昼
食

ポークピカタ さわらの胡麻みそ焼き 野菜炒め ハムカツ 鶏唐揚げタルタル添え

ｓ時フライ アスパラベーコン炒め がんも煮 金平ごぼう

春菊浸し
13 6月20日 6月21日 6月22日 6月23日 6月24日 6月25日

冷奴 豆サラダ コーンコロッケ 茄子煮浸し 煮玉子 お　休　み
昼
食

サバの塩焼き 豚肉生姜炒め 団子の甘酢あんかけ 牛メンチカツ 鶏ステーキ

ハムサラダフライ ひじき豆腐揚げ 野菜辛子マヨ和え いんげんピーナッツ和え

金 土
6 6月13日 6月14日 6月15日 6月16日 6月17日 6月18日

6　月　お弁当献立表
日 月 火 水 木



7月　お弁当献立表
月 火 水 木 金 土

7月1日 7月2日

昼
食

オムそば

マカロニサラダ お　休　み

カニ足風フライ

7月4日 7月5日 7月6日 7月7日 7月8日 7月9日

昼
食

ミートオムレツ イワシフライ 豚しゃぶ風 鮭の塩焼き ハンバーグ

カレー包み揚げ 里芋煮 ウインナードッグ ひじき煮 カニクリームコロッケ お　休　み

スパゲティーサラダ 平天のピーマン炒め オクラのマヨ白和え 揚げ出し豆腐 もやしと人参の胡麻和え

7月11日 7月12日 7月13日 7月14日 7月15日 7月16日

昼
食

サバの塩焼き 豚肉生姜炒め 団子の甘酢あんかけ 牛メンチカツ 鶏ステーキ

冷奴 豆サラダ かぼちゃコロッケ 茄子煮浸し 煮玉子 お　休　み

ハムサラダフライ ひじき豆腐揚げ 野菜辛子マヨ和え いんげんピーナッツ和え 春菊浸し

7月18日 7月19日 7月20日 7月21日 7月22日 7月23日

昼
食

さわらの胡麻みそ焼き 野菜炒め ハムカツ 鶏唐揚げタルタル添え

お　休　み 春巻き 野菜コロッケ 小松菜酢味噌和え ゴーヤチャンプル お　休　み

アスパラベーコン炒め がんも煮 金平ごぼう オクラおろし和え

7月25日 7月26日 7月27日 7月28日 7月29日 7月30日

昼
食

さわらの照り焼き チキンカツ 海老フライ カツとじ煮 オムそば

炊き合わせ ポテトサラダ 野菜サラダ ほうれん草お浸し マカロニサラダ お　休　み

チンゲン菜炒め いんげん胡麻ドレ和え 肉団子甘煮 れん根金平 カニ足風フライ

※材料の都合によりメニューが変わる場合がございます。ご了承下さい。 　　　　　　新大阪食品産業㈱



7月　お弁当献立表 （カレー有り）

月 火 水 木 金 土

7月1日 7月2日

昼
食

オムそば

マカロニサラダ お　休　み

カニ足風フライ

7月4日 7月5日 7月6日 7月7日 7月8日 7月9日

昼
食

ミートオムレツ イワシフライ 豚しゃぶ風 鮭の塩焼き ハンバーグ

カレー包み揚げ 里芋煮 ウインナードッグ ひじき煮 カニクリームコロッケ お　休　み

スパゲティーサラダ 平天のピーマン炒め オクラのマヨ白和え 揚げ出し豆腐 もやしと人参の胡麻和え

7月11日 7月12日 7月13日 7月14日 7月15日 7月16日

昼
食

サバの塩焼き 豚肉生姜炒め カレーライス 牛メンチカツ 鶏ステーキ

冷奴 豆サラダ かぼちゃコロッケ 茄子煮浸し 煮玉子 お　休　み

ハムサラダフライ ひじき豆腐揚げ 野菜辛子マヨ和え いんげんピーナッツ和え 春菊浸し

7月18日 7月19日 7月20日 7月21日 7月22日 7月23日

昼
食

さわらの胡麻みそ焼き 野菜炒め ハムカツ 鶏唐揚げタルタル添え

お　休　み 春巻き 野菜コロッケ 小松菜酢味噌和え ゴーヤチャンプル お　休　み

アスパラベーコン炒め がんも煮 金平ごぼう オクラおろし和え

7月25日 7月26日 7月27日 7月28日 7月29日

カツとじ煮 オムそば

7月30日

炊き合わせ ポテトサラダ 野菜サラダ ほうれん草お浸し マカロニサラダ お　休　み

チンゲン菜炒め いんげん胡麻ドレ和え 海老フライ れん根金平 カニ足風フライ

※材料の都合によりメニューが変わる場合がございます。ご了承下さい。 　　　　　　新大阪食品産業㈱

昼
食

さわらの照り焼き チキンカツ カレーライス



※材料の都合によりメニューが変わる場合がございます。ご了承下さい。 　　　　　　新大阪食品産業㈱

昼
食

秋献立に変わります

8月29日 8月30日 8月31日

野菜サラダ ほうれん草お浸し マカロニサラダ お　休　み
チンゲン菜炒め いんげん胡麻ドレ和え 海老フライ れん根金平 カニ足風フライ

8月27日

昼
食

さわらの照り焼き チキンカツ カレーライス カツとじ煮 オムそば
炊き合わせ ポテトサラダ

8月22日 8月23日 8月24日 8月25日 8月26日

野菜コロッケ 小松菜酢味噌和え ゴーヤチャンプル お　休　み
アスパラベーコン炒め がんも煮 金平ごぼう オクラおろし和え

8月20日

昼
食

さわらの胡麻みそ焼き 野菜炒め ハムカツ 鶏唐揚げタルタル添え
お　休　み 春巻き

8月15日 8月16日 8月17日 8月18日 8月19日

コーンコロッケ お　休　み 煮玉子 お　休　み
ハムサラダフライ ひじき豆腐揚げ 野菜辛子マヨ和え 春菊浸し

8月13日

昼
食

サバの塩焼き 豚肉生姜炒め カレーライス 鶏ステーキ
冷奴 豆サラダ

8月8日 8月9日 8月10日 8月11日 8月12日

ウインナードッグ ひじき煮 カニクリームコロッケ お　休　み
スパゲティーサラダ 平天のピーマン炒め オクラのマヨ白和え 揚げ出し豆腐 もやしと人参の胡麻和え

8月6日

昼
食

ミートオムレツ イワシフライ 豚しゃぶ風 鮭の塩焼き ハンバーグ
カレー包み揚げ 里芋煮

8月1日 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日

8　月　お弁当献立表 （カレー有り）
月 火 水 木 金 土


