
12月23日 12月24日 12月25日 12月26日 12月27日 12月28日

月 火 水 木 金 土

油淋鶏 油淋鶏 油淋鶏 油淋鶏 油淋鶏 油淋鶏

ポーク生姜焼き＆コロッケ ポーク生姜焼き＆コロッケ ポーク生姜焼き＆コロッケ ポーク生姜焼き＆コロッケ ポーク生姜焼き＆コロッケ ポーク生姜焼き＆コロッケ

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 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 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 さば生姜煮

鶏の梅しそ天ぷら 鶏の梅しそ天ぷら 鶏の梅しそ天ぷら 鶏の梅しそ天ぷら 鶏の梅しそ天ぷら 鶏の梅しそ天ぷら

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 豚生姜焼き

カントリーハンバーグ（おろし） カントリーハンバーグ（おろし） カントリーハンバーグ（おろし） カントリーハンバーグ（おろし） カントリーハンバーグ（おろし） カントリーハンバーグ（おろし）

肉じゃが 肉じゃが 肉じゃが 肉じゃが 肉じゃが 肉じゃが

ホタテクリームシチュー ホタテクリームシチュー ホタテクリームシチュー ホタテクリームシチュー ホタテクリームシチュー ホタテクリームシチュー

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 チキンチーズカツ

パリパリ春巻き パリパリ春巻き パリパリ春巻き パリパリ春巻き パリパリ春巻き パリパリ春巻き

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 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 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 野菜炒め

あじフライ あじフライ あじフライ あじフライ あじフライ あじフライ

ハッシュポテト ハッシュポテト ハッシュポテト ハッシュポテト ハッシュポテト ハッシュポテト

旨辛豆腐 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 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 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 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 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 オクラのお浸し

冷奴 冷奴 冷奴 冷奴 冷奴 冷奴

煮卵 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 半熟たまご

小松菜とツナのごま和え 小松菜とツナのごま和え 小松菜とツナのごま和え 小松菜とツナのごま和え 小松菜とツナのごま和え 小松菜とツナのごま和え

きんぴらごぼう きんぴらごぼう きんぴらごぼう きんぴらごぼう きんぴらごぼう きんぴらごぼう

かぼちゃ煮 かぼちゃ煮 かぼちゃ煮 かぼちゃ煮 かぼちゃ煮 かぼちゃ煮

納豆 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 生たまご

大根とチキンの旨辛サラダ 大根とチキンの旨辛サラダ 大根とチキンの旨辛サラダ 大根とチキンの旨辛サラダ 大根とチキンの旨辛サラダ 大根とチキンの旨辛サラダ

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 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 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 マカロニサラダ

春雨サラダ 春雨サラダ 春雨サラダ 春雨サラダ 春雨サラダ 春雨サラダ

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 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 コールスロー

ミルクティーショート ミルクティーショート ミルクティーショート ミルクティーショート ミルクティーショート ミルクティーショート

チョコシュークリーム チョコシュークリーム チョコシュークリーム チョコシュークリーム チョコシュークリーム チョコシュークリーム

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 フルーツヨーグルト

パインシロップ パインシロップ パインシロップ パインシロップ パインシロップ パインシロップ

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 辛みそ豚丼

照焼きソースカツ丼 照焼きソースカツ丼 照焼きソースカツ丼 照焼きソースカツ丼 照焼きソースカツ丼 照焼きソースカツ丼

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 チキン竜田丼

カツカレー カツカレー カツカレー カツカレー カツカレー カツカレー

カレー カレー カレー カレー カレー カレー

ハンバーグカレー ハンバーグカレー ハンバーグカレー ハンバーグカレー ハンバーグカレー ハンバーグカレー

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 味噌ラーメン

塩ラーメン 塩ラーメン 塩ラーメン 塩ラーメン 塩ラーメン 塩ラーメン

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 チャーシュー麺

濃厚煮干しラーメン 濃厚煮干しラーメン 濃厚煮干しラーメン 濃厚煮干しラーメン 濃厚煮干しラーメン 濃厚煮干しラーメン

辛味噌ラーメン 辛味噌ラーメン 辛味噌ラーメン 辛味噌ラーメン 辛味噌ラーメン 辛味噌ラーメン

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 かけうどん・そば

たぬきうどん・そば たぬきうどん・そば たぬきうどん・そば たぬきうどん・そば たぬきうどん・そば たぬきうどん・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 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 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 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 イカかき揚げうどん・そば

鴨うどん・そば 鴨うどん・そば 鴨うどん・そば 鴨うどん・そば 鴨うどん・そば 鴨うどん・そば

アメリカンドッグ アメリカンドッグ アメリカンドッグ アメリカンドッグ


