夕

食

豚ロース焼肉(陶板焼き)

スライス豚ロース(カナダ産)

バター

もやし・玉ねぎ・ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

もやし 玉ねぎ ブロッコリー(エクアドル産)

つけタレ

醤油 ｱﾐﾉ酸 砂糖 ﾘﾝｺﾞ 発酵調味料 ﾘﾝｺﾞ酢 ごま油 にんにく 白ごま 香辛料 食塩 ｶﾗﾒﾙ色素

いんげんの胡麻和え

いんげん かつお出汁 胡麻 醤油 砂糖 味の素

かぼちゃサラダ

かぼちゃ マヨネーズ 砂糖

とうもろこし

とうもろこし(北海道産)

鶏肉のから揚げ

肉・・・鶏肉(もも) 澱粉 小麦粉 醤油 粉末卵白 食塩 砂糖 しょうが

(原材料の一部に小麦大豆を含む)

米粉 鶏卵 みりん 香辛料 にんにく 植物油

衣・・・小麦粉 粉末卵白 ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ 食塩 澱粉 醤油 植物油 香辛料 乳化剤
ゆばとこんにゃくの田楽

ゆば(栃木県産)

トマトゼリー

トマトジュース(濃縮還元) グラニュー糖 ゼラチン 寒天

茶碗蒸し

鶏卵全卵(栃木県産) だし汁 かまぼこ(新潟県産) 三つ葉(静岡県産) 鶏肉(ブラジル産) 薄口醤油 みりん

ご飯

米(栃木県産) 水

わかめと春雨のスープ

わかめ(中国産) 春雨(タイ産)
チキンコンソメ・・・乳糖 食塩 鶏肉 ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ 砂糖 ﾁｷﾝﾌｧｯﾄ 酵母ｴｷｽ 食用油脂 たん白加水分解物 粉末醤油 ｵﾆｵﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ
発酵調味料 香辛料 ﾁｷﾝｴｷｽ でん粉 果糖 ｱﾐﾉ酸 ｶﾗﾒﾙ色素 (一部に小麦､乳成分､大豆､鶏肉を含む)

麦茶

伊藤園の香る麦茶

バニラカップアイス

スーパーカップ・・・砂糖 水あめ ﾌﾞﾄﾞｳ糖果糖液糖 パーム油 ヤシ油 乳製品 卵黄 食塩 香料 安定剤

朝

こんにゃく(栃木県産) かつお出汁 醤油 みりん

味噌（赤味噌 砂糖 みりん 酒）

食

厚焼きたまご

鶏卵(新潟県) 調製糖 澱粉 醸造酢 食塩 食用油脂 醤油 水 焼き油

納豆

大豆 醤油 調味料(豚肉由来を含む)

大根おろし

大根(北海道産) 醤油

焼き鮭

鮭

テリヤキソース肉団子

団子・・鶏肉 玉ねぎ ねぎ 豚脂 ﾊﾟﾝ粉 粉末状大豆たん白 澱粉 卵白粉 醤油 食塩 砂糖 香料 なたね油 発酵調味料
タレ・・糖類 醤油 ﾘﾝｺﾞﾋﾟｭｰﾚ ｳｽﾀｰｿｰｽ 醸造酢 発酵調味料 香辛料 ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ 食塩 ねぎ 加工澱粉 調味料(乳成分由来原材料を含む)

フレッシュトマト

トマト(愛知県・静岡県産)

野菜たっぷり味噌汁

大根(千葉県産) ニンジン(徳島県産) ゴボウ 厚揚げ(栃木県産) ねぎ だし汁

ご飯

米(栃木県産) 水

麦茶

伊藤園の香る麦茶

とちおとめイチゴゼリー

いちご（果汁・ピューレ・種）ﾌﾞﾄﾞｳ糖果糖液糖 加糖練乳 ゲル化剤 澱粉

食塩

味噌 水

酸味料 香料 ビタミンＣ 調整水

夕

食

釜めし

うるち米(北海道産他) 清水 鶏肉(岩手県産) 人参(徳島県産) ごぼう(中国産) だし汁 醤油 酒 砂糖

海老フライ

海老(インドネシア産を国内工場にて加工製造) パン粉 卵液 小麦粉 食塩

ハンバーグ

鶏挽肉 玉ねぎ パン粉 牛脂 ワイン 醤油 砂糖 食塩 香辛料（国産食材を使用して静岡県内工場にて製造）

デミグラスソース

ブイヨン 小麦粉 玉ねぎ ラード 香辛料 ﾄﾏﾄﾍﾟｰｽﾄ 赤ﾜｲﾝ 砂糖 食塩 ｱﾐﾉ酸 ｹﾁｬｯﾌﾟ ｳｽﾀｰｿｰｽ 牛肉 大豆 豚肉

フライドポテト

ジャガイモ(カナダ産) 塩 植物油

ニンジン・ブロッコリー

人参(中国産冷凍) 醤油 みりん ・ ブロッコリー(エクアドル産冷凍)

タルタルソース（別添え）

食用植物油脂(大豆含む) ﾋﾟｸﾙｽ 卵 ぶどう糖加糖液糖 醸造酢 食塩 増粘剤(加工澱粉 ｷｻﾝﾀﾝｶﾞﾑ) ｱﾐﾉ酸 ﾚﾓﾝ果汁 香辛料 香辛料抽出物

みかん

みかん缶シロップ漬け

キノコのホワイトソースパイ
包みオーブン焼き

ホワイトソース（粉末油脂 全粉乳 ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ 植物油 ﾁｰｽﾞ ﾁｷﾝｴｷｽ 食塩 にんにくｴｷｽ 砂糖 ｵﾆｵﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ 酵母ｴｷｽ ｺｼｮｳ末 ﾅﾂﾒｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ
加工澱粉 ｾﾙﾛｰｽ 香料 (一部に小麦､乳成分､大豆､鶏肉を含む)
舞茸(新潟県産) しめじ(長野県産) パイ（小麦粉･マーガリン･食塩･水） 卵液

ゆば･人参･大根･絹さや煮物

ゆば(栃木県産) 人参(徳島県産) 大根(千葉県産) 絹さや かつお出汁 醤油 酒 みりん 砂糖

かんぴょうの味噌汁

かんぴょう(栃木県産) ねぎ だし汁 味噌 水

麦茶

伊藤園の香る麦茶

チョコレートムース

ココアパウダー 牛乳(栃木県産) 砂糖 ｾﾞﾗｲｽ
ホイップ（植物油脂･水あめ･砂糖･乳製品･乳化剤）ｽﾌﾟﾚｰﾁｮｺ（ﾏｽｼｭｶﾞｰ･ｶｶｵﾏｽ･ﾌﾞﾄﾞｳ糖ﾚｼﾁﾝ）

朝

ベーキングパウダー 砂糖

食

ホットケーキ

小麦粉 水 卵 砂糖 脱脂粉乳 油脂 食塩 ベーキングパウダー 香料

メイプルシロップ バター

砂糖混合ﾌﾞﾄﾞｳ糖果糖液糖 砂糖 メープル 蜂蜜 香料

ポテトサラダ

じゃがいも マヨネーズ 玉ねぎ ニンジン 砂糖 食塩 香辛料

ブロッコリー

ブロッコリー(エクアドル産) 塩

ロースハム

豚ロース肉 水あめ 植物性タンパク 卵たん白 食塩 乳糖 乳たんぱく

ゆで卵

鶏卵全卵(栃木県産)

春巻き

キャベツ･玉ねぎ･人参･にんにく･生姜･春雨･粒状植物性たん白･でん粉･植物性油脂(ごま油･大豆油･なたね油) 豚脂 食塩
オイスターソース 砂糖 コショウ 皮(小麦粉･なたね油･米粉･でん粉･水あめ･食塩) 調味料(アミノ酸等)

カットオレンジ

ネーブルオレンジ(カリフォルニア産)

ほうれん草のバターソテー

ほうれん草（中国産）バター 塩 胡椒 サラダ油

ヨーグルト パイナップル

生乳 乳製品 パイナップル缶シロップ漬けのせ

紅茶

紅茶 （無糖）

食用精製加工油脂 植物油脂 バター 粉乳 食塩 乳化剤 香料

