
1月6日 1月7日 1月8日 1月9日 1月10日 1月11日

月 火 水 木 金 土

チキン南蛮 チキン南蛮 チキン南蛮 チキン南蛮 チキン南蛮

ハンバーグ＆唐揚げ ハンバーグ＆唐揚げ ハンバーグ＆唐揚げ ハンバーグ＆唐揚げ ハンバーグ＆唐揚げ

チキンおろしだれ チキンおろしだれ チキンおろしだれ チキンおろしだれ チキンおろしだれ

サバ塩焼き サバ塩焼き サバ塩焼き サバ塩焼き サバ塩焼き

さば生姜煮 さば生姜煮 さば生姜煮 さば生姜煮 さば生姜煮

おろし唐揚げ おろし唐揚げ おろし唐揚げ おろし唐揚げ おろし唐揚げ

豚生姜焼き 豚生姜焼き 豚生姜焼き 豚生姜焼き 豚生姜焼き

カントリーハンバーグ（ミートソース） カントリーハンバーグ（ミートソース） カントリーハンバーグ（ミートソース） カントリーハンバーグ（ミートソース） カントリーハンバーグ（ミートソース）

マーボー豆腐 マーボー豆腐 マーボー豆腐 マーボー豆腐 マーボー豆腐

たらと冬野菜の揚げだし たらと冬野菜の揚げだし たらと冬野菜の揚げだし たらと冬野菜の揚げだし たらと冬野菜の揚げだし

チキンチーズカツ チキンチーズカツ チキンチーズカツ チキンチーズカツ チキンチーズカツ

厚切りハムカツ 厚切りハムカツ 厚切りハムカツ 厚切りハムカツ 厚切りハムカツ

揚げ出し豆腐 揚げ出し豆腐 揚げ出し豆腐 揚げ出し豆腐 揚げ出し豆腐

十勝牛とろコロッケ 十勝牛とろコロッケ 十勝牛とろコロッケ 十勝牛とろコロッケ 十勝牛とろコロッケ

野菜炒め 野菜炒め 野菜炒め 野菜炒め 野菜炒め

白身魚フライ 白身魚フライ 白身魚フライ 白身魚フライ 白身魚フライ

竹輪の磯辺揚げ 竹輪の磯辺揚げ 竹輪の磯辺揚げ 竹輪の磯辺揚げ 竹輪の磯辺揚げ

旨辛豆腐 旨辛豆腐 旨辛豆腐 旨辛豆腐 旨辛豆腐

オクラの巣ごもりたまご オクラの巣ごもりたまご オクラの巣ごもりたまご オクラの巣ごもりたまご オクラの巣ごもりたまご

冬の惣菜トリオ 冬の惣菜トリオ 冬の惣菜トリオ 冬の惣菜トリオ 冬の惣菜トリオ

薩摩ハーブ鶏のレバー煮 薩摩ハーブ鶏のレバー煮 薩摩ハーブ鶏のレバー煮 薩摩ハーブ鶏のレバー煮 薩摩ハーブ鶏のレバー煮

ほうれん草のゴマあえ ほうれん草のゴマあえ ほうれん草のゴマあえ ほうれん草のゴマあえ ほうれん草のゴマあえ

オクラのお浸し オクラのお浸し オクラのお浸し オクラのお浸し オクラのお浸し

冷奴 冷奴 冷奴 冷奴 冷奴

煮卵 煮卵 煮卵 煮卵 煮卵

半熟たまご 半熟たまご 半熟たまご 半熟たまご 半熟たまご

レンコンきんぴら レンコンきんぴら レンコンきんぴら レンコンきんぴら レンコンきんぴら

ひじき煮 ひじき煮 ひじき煮 ひじき煮 ひじき煮

こうなご南蛮漬け こうなご南蛮漬け こうなご南蛮漬け こうなご南蛮漬け こうなご南蛮漬け

納豆 納豆 納豆 納豆 納豆

生たまご 生たまご 生たまご 生たまご 生たまご

海藻サラダ 海藻サラダ 海藻サラダ 海藻サラダ 海藻サラダ

ポテト＆コーンサラダ ポテト＆コーンサラダ ポテト＆コーンサラダ ポテト＆コーンサラダ ポテト＆コーンサラダ

おからの彩りサラダ おからの彩りサラダ おからの彩りサラダ おからの彩りサラダ おからの彩りサラダ

マカロニサラダ マカロニサラダ マカロニサラダ マカロニサラダ マカロニサラダ

パンプキンサラダ パンプキンサラダ パンプキンサラダ パンプキンサラダ パンプキンサラダ

野菜生活100 野菜生活100 野菜生活100 野菜生活100 野菜生活100

コールスロー コールスロー コールスロー コールスロー コールスロー

抹茶きなこケーキ 抹茶きなこケーキ 抹茶きなこケーキ 抹茶きなこケーキ 抹茶きなこケーキ

シュークリーム シュークリーム シュークリーム シュークリーム シュークリーム

フルーツヨーグルト フルーツヨーグルト フルーツヨーグルト フルーツヨーグルト フルーツヨーグルト

洋なしシロップ 洋なしシロップ 洋なしシロップ 洋なしシロップ 洋なしシロップ

辛みそ豚丼 辛みそ豚丼 辛みそ豚丼 辛みそ豚丼 辛みそ豚丼

ヒレカツ玉子丼 ヒレカツ玉子丼 ヒレカツ玉子丼 ヒレカツ玉子丼 ヒレカツ玉子丼

チキン竜田丼 チキン竜田丼 チキン竜田丼 チキン竜田丼 チキン竜田丼

ヒレカツカレー ヒレカツカレー ヒレカツカレー ヒレカツカレー ヒレカツカレー

カレー カレー カレー カレー カレー

キーマカレー キーマカレー キーマカレー キーマカレー キーマカレー

味噌ラーメン 味噌ラーメン 味噌ラーメン 味噌ラーメン 味噌ラーメン

醤油ラーメン 醤油ラーメン 醤油ラーメン 醤油ラーメン 醤油ラーメン

チャーシュー麺 チャーシュー麺 チャーシュー麺 チャーシュー麺 チャーシュー麺

とんこつラーメン とんこつラーメン とんこつラーメン とんこつラーメン とんこつラーメン

キムチラーメン キムチラーメン キムチラーメン キムチラーメン キムチラーメン

かけうどん・そば かけうどん・そば かけうどん・そば かけうどん・そば かけうどん・そば

きつねうどん・そば きつねうどん・そば きつねうどん・そば きつねうどん・そば きつねうどん・そば

かき揚げうどん・そば かき揚げうどん・そば かき揚げうどん・そば かき揚げうどん・そば かき揚げうどん・そば

釜玉うどん・そば 釜玉うどん・そば 釜玉うどん・そば 釜玉うどん・そば 釜玉うどん・そば

ざるうどん・そば ざるうどん・そば ざるうどん・そば ざるうどん・そば ざるうどん・そば

イカかき揚げうどん・そば イカかき揚げうどん・そば イカかき揚げうどん・そば イカかき揚げうどん・そば イカかき揚げうどん・そば

ワカメうどん・そば ワカメうどん・そば ワカメうどん・そば ワカメうどん・そば ワカメうどん・そば

からあげ串 からあげ串 からあげ串 からあげ串


