
　　日替わりお昼のごはん 　 　
平成１６年５月のメニュー □上尾店　上尾市原市3,206‐3 □ 浦和店さいたま市浦和区元町２－２８－２３

　　　　 ｔｅｌ．Fax048‐723‐1910 Ｔｅｌ．　０４８－８８７－０４１２

630円 （消費税込み）

ご注文は、午前10時までにお願いします。

　　5月30日（日曜日） 　　　5月31日（月曜日）   今月のサービスメニュー　630円 　　５月1日　（土曜日）
　　　定　　　休　　　日 和風きのこハンバーグ ＊味衛門は、皆様の健康を考え、 　①唐揚げ入りカレーライス 　　　　　　お楽しみ弁当

ほうれん草の胡麻和え 　ご飯は、竹炭を入れて炊いてます。 　②ミニから揚げ丼と冷やしたぬきうどん

ごぼう煮 ＊味衛門は、皆様の健康を考え、 　③おにぎり2個と冷やしたぬきうどん

人参サラダ 　野菜は、埼玉産を中心に国産を 　④ミニカルビ丼と冷やしたぬきうどん

他 　使用しています。

　 5月2日　（日曜日） 　　５月3日　(月曜日） 　　５月4日　(火曜日） 　　５月5日　（水曜日） 　　５月6日　（木曜日） 　　５月7日　(金曜日） 　　５月8日（土曜日）
　　　定　　　休　　　日 　　　　憲法記念日 　　　　　国民の休日 　　　　　子供の日 鮭の塩焼、酢鶏からめ エビフライ 　　　　　お楽しみ弁当

ふわふわ玉子 厚揚げと茄子煮

　　　　　野菜あんかけ 大根の梅サラダ

ひじき煮 肉じゃが

ごぼうサラダ 煮豆
フルーツ

　５月9日　(日曜日） 　　５月１0日　(月曜日） 　　５月11日　(火曜日） 　　５月１2日　（水曜日） 　　５月１3日　(木曜日） 　　５月１4日　(金曜日） 　　５月15日(土曜日）
いかかつ 肉団子 満腹彩り弁当 牛焼肉 ひれかつ 　　　　　お楽しみ弁当

高野豆腐煮 海老入りかきあげ 帆立と野菜の中華炒め ツナポテトサラダ

　＊御予約注文のみと きゅうりの酢の物 がんも煮 オムレツ 金平ごぼう

　　　　　 させて頂きます。 さばの照り焼き 五目煮 切干大根 ほうれん草の胡麻和え

わらびのおかか和え 春雨サラダ マカロニサラダ ゼリー
混ぜごはん パイン

　５月16日　(日曜日） 　　５月17日　(月曜日） 　　５月18日　（火曜日） 　　５月19日　（水曜日） 　　５月20日　（木曜日） 　　５月２1日　(金曜日） 　　５月22日(土曜日）
まぐろ照り焼き なすのはさみ揚げ 特選幕の内 春巻き、　酢豚 あじの南蛮漬け

鶏のバンバンジーソース イカ里芋煮 特選しゅうまい もやしとブロッコリーの 　＊予約のみ御注文

＊御予約注文のみと 揚げだし豆腐 ほうれん草の辛し和え れんこんとちくわ炒め ピーナッツ和え 　　承ります

　　　　　 させて頂きます。 鶏とちくわ炒め マーボー春雨 卵焼き こんにゃくの七味炒め

トマトサラダ さつま芋煮 サラダ

　５月23日（日曜日） 　５月２4日　（月曜日） 　　　５月25日（火曜日） 　　５月26日（水曜日） 　　　５月27日（木曜日） 　　５月28日(金曜日） 　　５月29日(土曜日）

　　定　　　　休　　　　日 鮭フライ 豆腐ハンバーグ 心さわやか弁当 手作りころっけ シュウマイ 　　　　　お楽しみ弁当

ころころつくね きのこグラタン 銀鮭塩焼き 鶏のからあげ エビチリソース

　＊キッチン消毒により　 ミートオムレツ じゃがいもとベーコン炒め 青菜、ひじき煮、かぼちゃ煮 長ねぎの酢味噌和え ちんげんさい炒め
　　定休日となります 南瓜サラダ マリネサラダ わかめ煮、椎茸煮、 ポテトサラダ ちくわのしそ天ぷら

みかんゼリー バナナヨーグルト から揚げ、フルーツ他 オレンジ 杏仁豆腐
   チャーハン

　　　お料理、特注弁当のご案内 ライス
＊職場のスポーツ大会・展示会・会議等，就職、入学、結婚、上棟式等さまざまな祝い事に、職場で、ホームパーティーに 　大盛り 　　５０円 増し
　　当店のお料理、特注弁当のご利用をお待ち申し上げます． 　半ライス　　５０円 引き



　　日替わりお昼のごはん 　 　
平成１７年５月のメニュー □上尾料理センター　上尾市原市３２０６－３ □浦和料理センター　さいたま市浦和区元町2-28-23

Ｔｅｌ．Ｆａｘ　０４８－７２３－１９１０ 　　　　　Ｔｅｌ．　０４８－８８７－０４１２

　６３０円　　　（消費税込み）
　　　　　Ｆａｘ． ０４８－８８７－０４９８

　　　　　　　　ご注文は、午前10時までにお願いします。

　　５月1日（月曜日） 　　５月２日（火曜日） 　　５月３日（水曜日） 　　　５月４日　(木曜日） 　　　５月５日　(金曜日） 　　５月６日　（土曜日）
　　定　　　休　　　　日 ポークしょうが焼き ハンバーグ 憲法記念日 国民の休日 こどもの日 おまかせお楽しみ弁当

ぜんまい煮 いんげんのごま和え

    予約のみのご注文に　 青菜のおひたし ちくわ天ぷら 　　　　予約のみの注文に 　　　予約のみの注文に    予約のみの注文に

　　　　　　させて頂きます。 ポテトサラダ こふき芋 　　　　　　　　させて頂きます。 　　　　　　　させて頂きます。 　　　　　させていただきます。

杏仁豆腐  他 ひじきと高野豆腐煮

　　５月７日（日曜日） 　　５月８日（月曜日） 　　５月９日（火曜日） 　　５月１０日（水曜日） 　　５月１１日　（木曜日） 　　５月１２日　(金曜日） 　　５月１３日（土曜日）
　　定　　　休　　　日 さばのごま焼き 鶏竜田揚げ（大根おろし） 大地のめぐみ弁当 肉団子の甘酢あん 鮭の塩焼き おまかせお楽しみ弁当

春巻き きんぴら牛蒡 野菜中心御膳 人参のごま和え 揚げシュウマイ

　　予約のみのご注文に なす豆板醤炒め マカロニサラダ れんこんきんぴら 中華春雨サラダ キャベツのおひたし 　　予約のみの注文に

　　　　　 させて頂きます。 きゅうりの朝漬け 切り干し大根煮 青菜の胡麻和え 白身魚のﾁｰｽﾞ焼 ひじき煮 　　　　　　させていただきます。

大豆と昆布煮 発芽玄米じゃこ入りごはん ヤーコンの天ぷら 五目チャーハン ささがき牛蒡のおかか和え
他 発芽玄米入りごはん

　５月１４日　(日曜日） 　　５月１５日　(月曜日） 　　５月１６日　(火曜日） 　　５月１７日　（水曜日） 　　５月１８日　(木曜日） 　　５月１９日　(金曜日） 　　５月２０日　(土曜日）
　　　定　　　休　　　日 ひれカツ 豚角煮としめじ煮 バリバリポリフェノール弁当 酢豚 いり鶏と野菜煮 おまかせお楽しみ弁当

大根サラダ 佃煮 黒米入りごはん ロールキャベツ ポテトコロッケ

　　予約のみのご注文に さつまあげとちくわ煮 ふろふき大根 鮭の西京焼き いわしつみれ 筑前煮 　　　予約のみの注文に

　　　　　 させて頂きます。 青菜とさくら海老和え 高野豆腐と豆サラダ ひじき煮、ヤーコン炒め 揚げだし豆腐 厚揚げとねぎ炒め 　　　　　　させていただきます。

じゃがバター茶巾 たけのこご飯 なす味噌、さつま芋かき揚げ 煮豆 目玉焼き
他 　 発芽玄米入りごはん

　５月２１日　(日曜日） 　　５月２２日　(月曜日） 　　５月２３日　（火曜日） 　　５月２４日　（水曜日） 　　５月２５日　（木曜日） 　　５月２６日　(金曜日） 　　５月２７日　(土曜日）
　　　定　　　休　　　日 ポークのアップルソース 鮭のムニエル 海のめぐみ弁当 てづくりコロッケ 牛すき焼き風 おまかせお楽しみ弁当

さばの塩焼き チーズハンバーグ 魚貝類中心 八宝菜 白身フライ

　　予約のみのご注文に なすの煮びたし 黒豚ぎょうざの梅ドレッシング ちりめんご飯 きんぴら牛蒡 がんも煮 　　　予約のみの注文

　　　　　 させて頂きます。 こんにゃく煮 里芋煮 かにｼｭｳﾏｲ 春雨の甘酢和え ひじき煮 　　　　　にさせていただきます。

ポテトサラダ かぼちゃサラダ 海老ナゲット 発芽玄米入りごはん

　５月２８日（日曜日） 　　５月２９日　（月曜日） 　　５月３０日（火曜日）
　　　定　　　休　　　日 チキンの照り焼き カレイ煮魚 　今月のサービスメニュー　　630円

小松菜のおひたし 野菜と蒸し鶏のごま味噌和え ①からあげカレーライス ＊味衛門は、埼玉県の地産地消を推進しております。
　　予約のみのご注文に 海鮮グラタン 切干大根煮 ②ミニから揚げ丼とたぬきうどん

　　　　　　させて頂きます。 レンコンのきんぴら 豚肉と牛蒡炒め ③おにぎり2個とたぬきうどん ＊８００ｋｃａｌ前後を基準に
昆布煮 玉子焼き ④ミニカルビ丼とたぬきうどん 　 メニューを構成してます。

　　　お料理、特注弁当のご案内 ＊味衛門は、埼玉県産を中心に
＊職場のスポーツ大会・展示会・会議等，就職、入学、結婚、上棟式等さまざまな祝い事に、職場で、ホームパーティーに 国内産の野菜を使用してます。
　　当店のお料理、特注弁当のご利用をお待ち申し上げます．(営業がすぐにお伺いします。）



　　日替わりお昼のごはん 　 　
平成１８年５月のメニュー □上尾料理センター　上尾市原市３２０６－３ □浦和料理センター　さいたま市浦和区元町2-28-23

Ｔｅｌ．Ｆａｘ　０４８－７２３－１９１０ 　　　　　Ｔｅｌ．　０４８－８８７－０４１２

　６００円　　　６３０円（消費税込み）
　　　　　Ｆａｘ． ０４８－８８７－０４９８

　　　　　　　　ご注文は、午前10時までにお願いします。

　　５月1日（月曜日） 　　５月２日（火曜日） 　　５月３日（水曜日） 　　　５月４日　(木曜日） 　　　５月５日　(金曜日） 　　５月６日　（土曜日）
　　定　　　休　　　　日 ポークしょうが焼き ハンバーグ（サルサソース） 憲法記念日 国民の休日 こどもの日 おまかせお楽しみ弁当

太刀魚の岩塩焼き いんげんのごま和え

    予約のみのご注文に　 ぜんまい煮 ちくわ、ヤーコン天ぷら 　　　　予約のみの注文に 　　　予約のみの注文に    予約のみの注文に

　　　　　　させて頂きます。 ポテトサラダ こふき芋 　　　　　　　　させて頂きます。 　　　　　　　させて頂きます。 　　　　　させていただきます。

杏仁豆腐  ひじきと高野豆腐煮

　　５月７日（日曜日） 　　５月８日（月曜日） 　　５月９日（火曜日） 　　５月１０日（水曜日） 　　５月１１日　（木曜日） 　　５月１２日　(金曜日） 　　５月１３日（土曜日）
　　定　　　休　　　日 鯖の照り焼き 鶏竜田揚げ（野菜あんかけ） 大地のめぐみ弁当 肉団子の甘酢あん 白身魚の四川焼き おまかせお楽しみ弁当

エビチリコロッケ きんぴら牛蒡 根菜煮、山菜ごはん 春巻き、シュウマイ キャベツのおひたし

　　予約のみのご注文に なすのみそ和え マカロニサラダ れんこんの磯部揚げ 中華春雨サラダ 肉詰ピーマンフライ 　　予約のみの注文に

　　　　　 させて頂きます。 きゅうりとかにカマ酢の物 切り干し大根煮 青菜の胡麻和え マーボー豆腐 ひじきと牛蒡煮 　　　　　　させていただきます。

ほうれん草のわさび和え 発芽玄米じゃこ入りごはん ヤーコンの天ぷら チャーハン 大学芋、梅肉和え
トマトサラダ 発芽玄米入りごはん

　５月１４日　(日曜日） 　　５月１５日　(月曜日） 　　５月１６日　(火曜日） 　　５月１７日　（水曜日） 　　５月１８日　(木曜日） 　　５月１９日　(金曜日） 　　５月２０日　(土曜日）
　　　定　　　休　　　日 ひれカツ たけのこご飯 バリバリポリフェノール弁当 酢豚 照り焼きチキン おまかせお楽しみ弁当

大根サラダトマト添え ぶりの塩焼き 黒米入りごはん あじの野菜あんかけ 手作りコロッケ

　　予約のみのご注文に さつまあげ煮 ブロッコリーおかか和え 鮭の西京焼き もやし中華風胡麻和え 青菜のおひたし 　　　予約のみの注文に

　　　　　 させて頂きます。 青菜とさくら海老和え 高野豆腐と和風サラダ ひじき煮、ヤーコン炒め 温野菜のそぼろあんかけ 筑前煮、かに風味サラダ 　　　　　　させていただきます。

煮たまご なす味噌、さつま芋かき揚げ ザーサイ炒め
なます 大根のイカ墨煮 発芽玄米入りごはん

　５月２１日　(日曜日） 　　５月２２日　(月曜日） 　　５月２３日　（火曜日） 　　５月２４日　（水曜日） 　　５月２５日　（木曜日） 　　５月２６日　(金曜日） 　　５月２７日　(土曜日）
　　　定　　　休　　　日 牛カルビ塩焼き 鮭のマヨネーズ焼き 海のめぐみ弁当 八宝菜、まぐろ焼き チキンクリーム煮 おまかせお楽しみ弁当

青菜のわさび和え ほうれん草ソテー わかめご飯 にくだんご 白身フライ（タルタル添え）

　　予約のみのご注文に 旬の野菜揚げ 里芋煮 カニコロッケ きんぴら牛蒡 がんも煮 　　　予約のみの注文

　　　　　 させて頂きます。 こんにゃくの土佐煮 キャベツのごま酢和え えびｼｭｳﾏｲ、シーフードステーキちくわとキャベツの和風サラダ じゃがいものカレー炒め 　　　　　にさせていただきます。

海草サラダ かぼちゃサラダ 海老ナゲット 切干大根煮 発芽玄米入りごはん
ホタテ煮、ふきの土佐煮

　５月２８日（日曜日） 　　５月２９日　（月曜日） 　　５月３０日（火曜日）
　　　定　　　休　　　日 自家製鶏からあげ そぼろご飯 　今月のサービスメニュー　　630円

小松菜のおひたし 目鯛のしょうが焼き ①からあげカレーライス ＊味衛門は、埼玉県の地産地消を推進しております。
　　予約のみのご注文に 鯖の味噌煮 青菜のおかか和え ②ミニから揚げ丼とたぬきうどん

　　　　　　させて頂きます。 きのことこんにゃく煮 豚肉とごぼう炒め ③おにぎり2個とたぬきうどん ＊８００ｋｃａｌ前後を基準に
豆腐ステーキ 厚焼きたまご ④ミニカルビ丼とたぬきうどん 　 メニューを構成してます。

　　　お料理、特注弁当のご案内 ＊味衛門は、埼玉県産を中心に
＊職場のスポーツ大会・展示会・会議等，就職、入学、結婚、上棟式等さまざまな祝い事に、職場で、ホームパーティーに 国内産の野菜を使用してます。
　　当店のお料理、特注弁当のご利用をお待ち申し上げます．(営業がすぐにお伺いします。）



　　日替わりお昼のごはん 　 　
平成１９年５月のメニュー □上尾料理センター　上尾市原市３２０６－３ □浦和料理センター　さいたま市浦和区元町2-28-23

Ｔｅｌ．Ｆａｘ　０４８－７２３－１９１０ 　　　　　Ｔｅｌ．　０４８－８８７－０４１２

　６００円　　　６３０円（消費税込み）
　　　　　Ｆａｘ． ０４８－８８７－０４９８

　　　　　　　　ご注文は、午前10時までにお願いします。

　　５月１日（火曜日） 　　５月２日（水曜日） 　　　５月３日　(木曜日） 　　　５月４日　(金曜日） 　　５月５日　（土曜日）
豚しょうが焼き 特選幕の内 憲法記念日 みどりの日 こどもの日

＊味衛門は、埼玉県の地産地消を推進 ぜんまい煮 旬の野菜中心に

　　　しております。 白身の岩塩焼き 　　　盛り付けてます。 　　　予約のみの注文に 　　予約のみの注文に    予約のみの注文に

＊８００ｋｃａｌ前後を基準に ポテトサラダ 　　　　　　　させて頂きます。 　　　　させて頂きます。 　　　　　させていただきます。

メニューを構成しています。

　　５月６日（日曜日） 　　５月７日（月曜日） 　　５月８日（火曜日） 　　５月９日（水曜日） 　　５月１０日　（木曜日） 　　５月１１日　(金曜日） 　　５月１２日（土曜日）
　　定　　　休　　　日 鮭の照り焼き 鶏竜田揚げ（野菜あんかけ） 大地のめぐみ弁当 鶏肉の甘酢あん 白身魚の四川焼き おまかせお楽しみ弁当

鶏とじゃがいも和え さばのおろし煮 根菜煮、山菜ごはん 春巻き、シュウマイ 豆腐ハンバーグ

　　予約のみのご注文に なすのみそ煮 豚肉とレンコン煮 れんこんの磯部揚げ さつま揚げ 冷しゃぶサラダ 　　予約のみの注文に

　　　　　 させて頂きます。 キャベツのゆかり和え 菜の花のおかか和え 青菜の胡麻和え マカロニサラダ えびナゲット 　　　　　　させていただきます。

きんぴらごぼう ブロッコリーソテー 野菜の天ぷら
トマトサラダ 山菜ごはん

　５月１３日　(日曜日） 　　５月１４日　(月曜日） 　　５月１５日　(火曜日） 　　５月１６日　（水曜日） 　　５月１７日　(木曜日） 　　５月１８日　(金曜日） 　　５月１９日　(土曜日）
　　　定　　　休　　　日 ひれカツ 牛焼肉 バリバリポリフェノール弁当 酢豚 照り焼きチキン おまかせお楽しみ弁当

白身魚のレモン蒸し 鶏と竹の子の旨煮 黒米入りごはん ぶりの照り焼き カレイの野菜あんかけ

　　予約のみのご注文に 大学いも ブロッコリーおかか和え 鮭の西京焼き 青菜の辛し和え ナムル 　　　予約のみの注文に

　　　　　 させて頂きます。 マーボー春雨 高野豆腐と和風サラダ ひじき煮、野菜天 温野菜のそぼろあんかけ アンサンブルエッグ 　　　　　　させていただきます。

きのこいため　 キャベツと海老塩炒め なす味噌、 かぼちゃサラダ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大根のイカ墨煮

　５月２０日　(日曜日） 　　５月２１日　(月曜日） 　　５月２２日　（火曜日） 　　５月２３日　（水曜日） 　　５月２４日　（木曜日） 　　５月２５日　(金曜日） 　　５月２６日　(土曜日）
　　　定　　　休　　　日 牛カルビ塩焼き さわら西京焼き 海のめぐみ弁当 回鍋肉 鯵のごまみそソース おまかせお楽しみ弁当

あじハンバーグ 豚のすき煮 わかめご飯 にくだんご、春巻き 玉子コロッケ

　　予約のみのご注文に 青菜のピーナッツ和え 野菜煮 カニコロッケ ツナ大根 ほうれん草とコーン 　　　予約のみの注文

　　　　　 させて頂きます。 切り昆布とがんも煮 海草サラダ えびｼｭｳﾏｲ、いかもろみ焼き 春雨サラダ 筑前煮 　　　　　にさせていただきます。

フルーツヨーグルト 海老ナゲット 竹の子シュウマイ 発芽玄米入りごはん
ゆかりごはん ホタテ煮、ふきの土佐煮

　５月２７日（日曜日） 　　５月２８日　（月曜日） 　　５月２９日（火曜日） 　　５月30日（水曜日） 　　５月３１日（木曜日）
　　　定　　　休　　　日 自家製鶏からあげ 豚肉のカレー餡かけ しそ肉詰め天ぷら 牛の生姜炒め

白身フライ（タルタルソース） 目鯛のしょうが焼き ちくわとごぼう天ぷら 赤魚とごぼう煮

　　予約のみのご注文に じゃがいもそぼろ餡かけ グリーンサラダ 青菜のおかか和え ポン酢和え

　　　　　　させて頂きます。 温野菜 若竹煮 砂肝とごぼう炒め なす味噌炒め

スパゲティー 厚焼き玉子 煮豆
混ぜごはん

　　　お料理、特注弁当のご案内 ＊味衛門は、埼玉県産を中心に
＊職場のスポーツ大会・展示会・会議等，就職、入学、結婚、上棟式等さまざまな祝い事に、職場で、ホームパーティーに 国内産の野菜を使用してます。
　　当店のお料理、特注弁当のご利用をお待ち申し上げます．(営業がすぐにお伺いします。）



　　日替わりお昼のごはん 　 　
平成２０年５月のメニュー

上尾センター

５３０円 ＴＥＬ０４８－７２３－１９１０

ＦＡＸ　０４８－７２３－１９２２ ＊御注文は、１０時までお電話下さい。
　　　５月１日　(木曜日） 　　　５月２日　(金曜日） 　　５月３日　（土曜日）
豚キムチいため 鶏のスパイス焼き

＊味衛門は、埼玉県の地産地消運動を推進しております。 かつお照り焼き えびとたまご炒め 　　　定　　休　　日

いんげんのゴマ和え なす煮浸し

しらすおろし和え 切りこぶ煮

野菜サラダ

　　５月４日（日曜日） 　　５月５日（月曜日） 　　５月６日（火曜日） 　　５月７日（水曜日） 　　５月８日　（木曜日） 　　５月９日　(金曜日） 　　５月１０日（土曜日）
大地のめぐみ弁当 海老入り天丼 チキンカツ おまかせお楽しみ弁当

　　　定　　　　休　　　　日 　　　定　　　休　　　日 　　　定　　　休　　　日 山菜ごはん、根菜煮 　　　　＆うどんセット 鯵の甘酢ソースかけ

れんこんの磯部揚げ 　（里芋のそぼろ煮 ピーマン炒め 　　予約のみの注文に

青菜の胡麻和え 　　　　　　　　　朝漬け）付 小松菜とえのき和え 　　　　　　させていただきます。

トマトサラダ

　５月１１日　(日曜日） 　　５月１２日　(月曜日） 　　５月１３日　(火曜日） 　　５月１４日　（水曜日） 　　５月１５日　(木曜日） 　　５月１６日　(金曜日） 　　５月１７日　(土曜日）
牛肉炒めブロッコリー添え ひれかつ バリバリポリフェノール弁当 野菜たっぷり酢豚 鮭ときのこバター焼き おまかせお楽しみ弁当

　　　おまかせランチ ごぼうとこんにゃくの土佐煮 さわらのみそ焼き 黒豆入りごはん 青菜ともやしの辛し和え 絹さやと鶏シメジ炒め

笹かまぼこ ほうれん草炒め 銀鮭の塩焼き 大学いも じゃがいも煮 　　　予約のみの注文に

コーンとキャベツサラダ なす生姜 ひじき煮、 春雨サラダ 青菜とハムサラダ 　　　　　　させていただきます。

大根のイカわた煮
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さつま芋のかき揚げ

　５月１８日　(日曜日） 　　５月１９日　(月曜日） 　　５月２０日　（火曜日） 　　５月２１日　（水曜日） 　　５月２２日　（木曜日） 　　５月２３日　(金曜日） 　　５月２４日　(土曜日）
鯵ハンバーグ、フライ ゆで豚おろしソース 海のめぐみ弁当 回鍋肉 牛カルビ焼肉

　　　おまかせランチ いんげんのピーナッツ和え 里芋とれんこん煮 わかめご飯 白身魚の磯部揚げ 切干大根煮 　　定　　休　　　日

切り昆布と野菜煮 ゆでブロッコリー カニコロッケ かぼちゃのそぼろ煮 野菜とがんも煮

大根と山菜煮 明太入りスパゲティーサラダ 海鮮シューマイ ほうれん草とかにカマ和え ツナサラダ

帆立と大根煮、
ふきの土佐煮

　５月２５日（日曜日） 　　５月２６日　（月曜日） 　　５月２７日（火曜日） 　　５月２８日（水曜日） 　　５月２９日（木曜日） 　　５月３０日（金） 　　５月３１日（土）
　　　定　　　休　　　日 和風鶏からあげ 豆腐ハンバーグ、西京焼き サルサソースハンバーグ 豚の生姜焼 名古屋風味噌カツ丼 おまかせお楽しみ弁当

エビチリソース なす味噌炒め 目玉焼き 野菜炒め 　　　＆そばセット

きゅうりとキャベツの梅和え 青菜の胡麻和え ポテトフライ ちくわの玉子とじ （お新香付き） 　　　予約のみの注文

きのことこんにゃく煮 酢の物 エビフライ 枝豆いりポテトサラダ 　　　　　にさせていただきます。

　　　お料理、特注弁当のご案内 ＊味衛門は、埼玉県産を中心に
＊職場のスポーツ大会・展示会・会議等，就職、入学、結婚、上棟式等さまざまな祝い事に、職場で、ホームパーティーに 国内産の野菜を使用してます。
　　当店のお料理、特注弁当のご利用をお待ち申し上げます．(営業がすぐにお伺いします。）



　　日替わりお昼のごはん 味　衛　門
平成２１年５月のメニュー

　６３０円　　　（消費税込） （半ライス580円　：　大盛680円） □　上尾料理センター：　上尾市原市３２０６－３
□　浦和料理センター：さいたま市浦和区元町２－２８－２３

　　　　＊ご注文は、午前１０時までにお願いいたします。 ＴＥＬ。ＦＡＸ０４８－７２３－１９１０ ＴＥＬ：０４８－８８７－０４１２　　ＦＡＸ：０４８－８８７－０４９８

今月サービスメニュー（630円） 　　　　5月1日（金） 　　　　5月2日（土）
①から揚カレー ＊味衛門は、皆様の健康を考え、野菜は、 豚の生姜焼き

②オニギリ・惣菜と冷したぬきセット 埼玉県産を中心に、国産を使用してます。 赤魚のみりん焼き 　　前日までのご予約

③ミニから揚げと冷やしたぬきセット ＊味衛門は、皆様の健康を考え、ごはんは、 たけのこ煮 　　　　のみの注文とさせて頂きます

④から揚げ丼と冷やした抜きぬセット 　トレハロース、竹炭を入れて炊いております。 野菜炒め

青菜の胡麻和え

　　　　5月3日（日） 　　　　5月4日（月） 　　　5月5日（火） 　　　　5月6日（水） 　　　　5月7日（木） 　　　　5月8日（金） 　　　　5月9日（土）
　　　憲法記念日 　　　みどりの日 　　　こどもの日 　　　 さわらのみそ焼き 若鶏のからあげ

　　　お休みさせて頂きます。　　　お休みさせて頂きます 　　　お休みさせて頂きます 　　　お休みさせて頂きます 金平ごぼう あさりときゃべつ煮 　　前日までのご予約

大根と豚肉煮 ぜいたく焼売 　　　　のみの注文とさせて頂きます

ほうれん草のおひたし 春雨サラダ

　　　5月１０日（日） 　　　　5月11日（月） 　　　5月12日（火） 　　　　5月１３日（水） 　　　　5月１４日（木） 　　　　5月１５日（金） 　　　　5月１６日(土）
牛カルビの塩焼き 鶏肉のカレー焼き 海の恵み料理 アジの味噌焼き 豆腐ハンバーグ

　　　お休みさせて頂きます。てんぷら 春雨とピーマン炒め かにクリーミーコロッケ 里芋といか煮 蓮根と鶏煮 　　前日までのご予約

ひじき煮 枝豆とコーンサラダ 帆立と大根煮 厚焼き玉子 青梗菜とツナ和え 　　　　のみの注文とさせて頂きます

蓮根とキャべツ和え 海老の包み揚げ きゅうりとキャべツの生姜和え

いかハンバーグ
さつま揚げともやし炒め

　　　5月１７日(日） 　　　5月１８日（月） 　　　5月１９日（火） 　　　5月２０日（水） 　　　5月２１日(木） 　　　　5月２２日（金） 　　　　5月２３日（土）

ヒレカツ 酢鶏 野菜恵み料理 八宝菜 鮭の塩バター焼き

　　　お休みさせて頂きます。じゃが芋とたまご和え 筑前煮 根菜煮 肉つめいなり 野菜ソテー 　　前日までのご予約

ブロッコリーサラダ 青梗菜といか炒め 蓮根のポン酢和え いんげん煮 小松菜と油揚げの煮びたし 　　　　のみの注文とさせて頂きます

豚肉と野菜のケチャップ炒め なすの煮びたし 牛肉と青菜の胡麻和え ちくわ生姜天 大根サラダ

トマトサラダ 南瓜サラダ
発芽玄米入りごはん

　　　5月２４日（日） 　　　5月２５日（月） 　　　　5月２６日（火） 　　　　　5月２７日（水） 　　　　　5月28日（木） 　　　　　5月２９日（金） 　　　　　5月３０日（土）
煮込みハンバーグ ポリフェノール料理 鶏のねぎ塩焼き

　　　お休みさせて頂きます。さつま芋天 大根と山菜煮 鮭の塩焼き かに玉野菜あんかけ ほうれん草とコーン炒め 　　前日までのご予約
切干大根 わかめとしらすの酢の物 なすのみそ煮 鶏と野菜のゴマドレッシング和え ぜんまい煮 　　　　のみの注文とさせて頂きます

オクラもやしあえ 白身魚フライ ひじき煮、竹の子蓮根煮 春巻き 明太スパゲティー

野菜かきあげ

黒豆入りごはん

 



　　日替わりお昼のごはん 味　衛　門
平成２２年５月のメニュー

上尾センター 浦和センタ－

６３０円（税込み） ＴＥＬ０４８－７２３－１９１０ ＴＥＬ０４８－８８７－０４１２

＊御注文は、１０時までお電話下さい。
　　　５月３１日（月曜日） サービスメニュー 　　５月1日　（土曜日）
から揚げ、餃子、シュウマイ ①ミニから揚げ丼＆たぬきうどんセット

えびと玉子炒め、肉団子 ②おにぎりと惣菜＆たぬきうどんセット 　　　定　　休　　日

なす煮びたし ③ミニ牛焼肉＆たぬきうどんセット

切り昆布煮 ④ミニチキンカツ＆たぬきうどんセット ＊味衛門は、埼玉県の地産地消運動を推進しております。
グリーンサラダ

　　５月２日（日曜日） 　　５月３日（月曜日） 　　５月４日（火曜日） 　　５月５日（水曜日） 　　５月６日　（木曜日） 　　５月７日　(金曜日） 　　５月８日（土曜日）
海老入り天丼 チキンカツ

　　　定　　　　休　　　　日 　　　定　　　休　　　日 　　　定　　　休　　　日 　　　定　　　休　　　　日 　　　　＆うどんセット 鯵の甘酢ソースかけ 　　お休みさせて頂きます

　　　憲　法　記　念　日 　　　み　ど　り　の　日 　　　こ　ど　も　の　日 　（里芋のそぼろ煮 ピーマン炒め

　　　　　　　　　朝漬け）付 小松菜とえのき和え

　５月９日　(日曜日） 　　５月１０日　(月曜日） 　　５月１１日　(火曜日） 　　５月１２日　（水曜日） 　　５月１３日　(木曜日） 　　５月１４日　(金曜日） 　　５月１５日　(土曜日）
牛肉炒めブロッコリー添え ひれかつ バリバリポリフェノール弁当 野菜たっぷり酢豚風 鮭ときのこバター焼き

　　　定　　　　休　　　　日 ごぼうとこんにゃくの土佐煮 さわらのみそ焼き 発芽玄米入りごはん 青菜ともやしの辛し和え 絹さやと鶏シメジ炒め 　　お休みさせて頂きます

かまぼこ ほうれん草炒め 銀鮭の塩焼き 大学いも じゃがいも煮

コーンとキャベツサラダ なす生姜炒め ひじき煮、 春雨サラダ 青菜とハムサラダ

大根とイカ煮
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さつま芋のかき揚げ

　５月１６日　(日曜日） 　　５月１７日　(月曜日） 　　５月１８日　（火曜日） 　　５月１９日　（水曜日） 　　５月２０日　（木曜日） 　　５月２１日　(金曜日） 　　５月２２日　(土曜日）
鯵ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ、かにｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ ゆで豚おろしソース 海のめぐみ弁当 チンジャオロース 牛カルビ焼肉

　　　定　　　　休　　　　日 いんげんのピーナッツ和え 里芋とれんこん煮 わかめご飯 白身魚の磯部揚げ 切干大根煮 　　お休みさせて頂きます

切り昆布と野菜煮 ゆでブロッコリー 帆立フライ、海老フライ かぼちゃのそぼろ煮 野菜とがんも煮

大根と山菜煮 明太子スパゲティーサラダ 海鮮シューマイ ほうれん草とかにかま和え ツナサラダ

たけのこの土佐煮

　５月２３日（日曜日） 　　５月２４日　（月曜日） 　　５月２５日（火曜日） 　　５月２６日（水曜日） 　　５月２７日（木曜日） 　　５月２８日（金） 　　５月２９日（土）
　　　定　　　休　　　日 和風鶏からあげ 豆腐ハンバーグ、西京焼き 煮込みサルサソースハンバーグ豚の生姜焼 名古屋風味噌カツ丼

エビチリソース なす味噌炒め 目玉焼き、ウインナー 野菜炒め 　　　＆そばセット 　　お休みさせて頂きます

きゅうりとキャベツの梅和え 青菜の胡麻和え ポテトフライ、野菜添え ちくわの玉子とじ （お新香、煮物付き）

きのことこんにゃく煮 酢の物 チキンの塩焼 枝豆いりポテトサラダ
５月３０日（日） 　＊５月３１日は上に記載

　　　お料理、特注弁当のご案内 ＊味衛門は、埼玉県産を中心に
＊職場のスポーツ大会・展示会・会議等，就職、入学、結婚、上棟式等さまざまな祝い事に、職場で、ホームパーティーに 国内産の野菜を使用してます。
　　当店のお料理、特注弁当のご利用をお待ち申し上げます．(営業がすぐにお伺いします。）



　　日替わりお昼のごはん 味　衛　門
平成２３年５月のメニュー

上尾センター 浦和センタ－

６３０円（税込み） ＴＥＬ０４８－７２３－１９１０ ＴＥＬ０４８－８８７－０４１２

＊御注文は、１０時までお電話下さい。
　　５月１日（日曜日） 　　　　５月２日（月曜日） 　　　　５月３日（火曜日） 　　５月４日（水曜日） 　　５月５日　（木曜日） 　　５月６日　(金曜日） 　　５月７日（土曜日）

海老入り天丼 チキンカツ

　　　定　　　　休　　　　日 　　　　＆うどんセット 　　　定　　　休　　　日 　　　定　　　休　　　日 　　　定　　　休　　　　日 鯵の甘酢ソースかけ 　　お休みさせて頂きます

　（里芋のそぼろ煮 　　　憲　法　記　念　日 　　　み　ど　り　の　日 　　　こ　ど　も　の　日 ピーマン炒め

　　　　　　　　　朝漬け）付 小松菜とえのき和え

　５月８日　(日曜日） 　　５月９日　(月曜日） 　　５月１０日　(火曜日） 　　５月１１日　（水曜日） 　　５月１２日　(木曜日） 　　５月１３日　(金曜日） 　　５月１４日　(土曜日）
牛肉塩炒めブロッコリー添え ひれかつ バリバリポリフェノール弁当 野菜たっぷり酢豚風 鮭ときのこ焼き

　　　定　　　　休　　　　日 ごぼうとこんにゃくの土佐煮 さわらのみそ焼き 発芽玄米入りごはん 青菜ともやしの辛し和え 絹さやと鶏シメジ炒め 　　お休みさせて頂きます

大根とさつま揚げ ほうれん草炒め 銀鮭の塩焼き 大学いも じゃがいも煮

コーンとキャベツサラダ なす生姜炒め ひじき煮、 春雨サラダ 青菜とハムサラダ

大根とイカ煮
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さつま芋の天ぷら

　５月１５日　(日曜日） 　　５月１６日　(月曜日） 　　５月１７日　（火曜日） 　　５月１８日　（水曜日） 　　５月１９日　（木曜日） 　　５月２０日　(金曜日） 　　５月２１日　(土曜日）
鯵ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ、いかピリカラ炒め ゆで豚おろしソース 煮込みサルサソースハンバーグチンジャオロース 牛カルビ焼肉

　　　定　　　　休　　　　日 いんげんのピーナッツ和え 里芋とれんこん煮 目玉焼き、ウインナー 白身魚の磯部揚げ 切干大根煮 　　お休みさせて頂きます

切り昆布と野菜煮 ゆでブロッコリー ポテトフライ、野菜添え かぼちゃのそぼろ煮 新じゃがコロッケ

大根と山菜煮 明太子スパゲティーサラダ チキンの塩焼 ほうれん草とかにかま和え ツナサラダ

　５月２２日（日曜日） 　　５月２３日　（月曜日） 　　５月２４日（火曜日） 　　５月２５日（水曜日） 　　５月２６日（木曜日） 　　５月２７日（金） 　　５月２８日（土）
　　　定　　　休　　　日 チキンカツ 豆腐ハンバーグ、西京焼き 海のめぐみ弁当 豚の生姜焼 名古屋風味噌カツ丼

エビチリソース なす味噌炒め わかめご飯 スチーム野菜 　　　＆そばセット 　　お休みさせて頂きます

きゅうりとキャベツの梅和え 青菜の胡麻和え 帆立フライ、海老フライ ちくわの玉子とじ （お新香、煮物付き）

きのことこんにゃく煮 酢の物 海鮮シューマイ 枝豆いりポテトサラダ
たけのこの土佐煮

　５月２９日（日曜日） 　　　５月３０日（月曜日） 　　　５月３１日（火曜日） サービスメニュー
から揚げ、シュウマイ 鮭のムニエル ①ミニから揚げ丼＆たぬきうどんセット

　　定　　　休　　　日 えびと玉子炒め、肉団子 かに入りクリームコロッケ ②おにぎりと惣菜＆たぬきうどんセット

チンジャオ春雨 揚げぎょうざの梅ドレッシングかけ ③ミニ牛焼肉＆たぬきうどんセット

カボチャサラダ

切り干し大根と昆布煮

　　　お料理、特注弁当のご案内

＊職場のスポーツ大会・展示会・会議等，就職、入学、結婚、上棟式等さまざまな祝い事に、職場で、ホームパーティーに ＊味衛門は、埼玉県産を中心に
　　当店のお料理、特注弁当のご利用をお待ち申し上げます．(営業がすぐにお伺いします。） 国内産の野菜を使用してます。

＊味衛門は、埼玉県の地産地消運動を推進しております。



　　日替わりお昼のごはん 味　衛　門
平成２４年５月のメニュー

上尾センター

６３０円（税込み） ＴＥＬ０４８－７２３－１９１０

ＦＡＸ　０４８－７２３－１９２２ ＊御注文は、１０時までお電話下さい。
　　　　５月１日（火曜日） 　　５月２日（水曜日） 　　５月３日　（木曜日） 　　５月４日　(金曜日） 　　５月５日（土曜日）
鶏肉カレー焼き

じゃが芋のトマト煮   お休みさせて頂きます。 　　　定　　　休　　　　日 　　定　　　休　　　日 　　お休みさせて頂きます

海藻サラダ

コーンと青菜炒め

　５月６日　(日曜日） 　　５月７日　(月曜日） 　　５月８日　(火曜日） 　　５月９日　（水曜日） 　　５月１０日　(木曜日） 　　５月１１日　(金曜日） 　　５月１２日　(土曜日）
牛肉塩麹炒め ひれかつ バリバリポリフェノール弁当 野菜たっぷり酢鶏 鮭ときのこ焼き

　　　定　　　　休　　　　日 ごぼうとこんにゃくの土佐煮 さわらのみそ焼き 発芽玄米入りごはん 青菜ともやしの辛し和え 絹さやと鶏シメジ炒め 　　お休みさせて頂きます

大根とさつま揚げ煮 ほうれん草炒め 銀鮭の塩焼き 大学いも じゃがいも煮

コーンとキャベツサラダ なす生姜炒め ひじき煮、 春雨サラダ 青菜とハムサラダ

大根とイカ煮
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さつま芋の天ぷら

　５月１３日　(日曜日） 　　５月１４日　(月曜日） 　　５月１５日　（火曜日） 　　５月１６日　（水曜日） 　　５月１７日　（木曜日） 　　５月１８日　(金曜日） 　　５月１９日　(土曜日）
鯵ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ、いかピリカラ炒め ゆで豚おろしソース 煮込みサルサソースハンバーグ豚肉とピーマン炒め 牛すき麹焼肉

　　　定　　　　休　　　　日 いんげんのゴマ和え 里芋とれんこん煮 目玉焼き、ウインナー 白身魚の磯部揚げ 切干大根煮 　　お休みさせて頂きます

切り昆布と野菜煮 ゆでブロッコリー ポテトフライ、野菜添え かぼちゃのそぼろ煮 新じゃがコロッケ

大根と山菜煮 明太子スパゲティーサラダ チキンの塩焼 ほうれん草とかにかま和え ツナサラダ

　５月２０日（日曜日） 　　５月２１日　（月曜日） 　　５月２２日（火曜日） 　　５月２３日（水曜日） 　　５月２４日（木曜日） 　　５月２５日（金曜日） 　　５月２６日（土曜日）
　　　定　　　休　　　日 チキンカツ 豆腐ハンバーグ、西京焼き 海のめぐみ弁当 豚の生姜焼 名古屋風味噌カツ丼

エビチリソース なす味噌炒め わかめご飯 スチーム野菜 　　　＆そばセット 　　お休みさせて頂きます

きゅうりとキャベツの梅和え 青菜の胡麻和え 帆立フライ、海老フライ ちくわの玉子とじ （お新香、煮物付き）

きのことこんにゃく煮 酢の物 海鮮シューマイ 枝豆いりポテトサラダ
たけのこの土佐煮

　５月２７日（日曜日） 　　　５月２８日（月曜日） 　　　５月２９日（火曜日） 　　５月３０日（水曜日） 　　５月３１日（木曜日）
酢豚 鮭塩焼き うどん

　　定　　　休　　　日 えびと玉子炒め、肉団子 ごま風味肉じゃが お楽しみご膳 エビ・野菜天ぷら盛り合わせ

切昆布煮 揚げぎょうざの梅ドレッシングかけ 里芋そぼろ煮

グリーンサラダ 青菜ときのこ和え おしんこ

　　　お料理、特注弁当のご案内

＊職場のスポーツ大会・展示会・会議等，就職、入学、結婚、上棟式等さまざまな祝い事に、職場で、ホームパーティーに ＊味衛門は、有機野菜埼玉県産を中心に
　　当店のお料理、特注弁当のご利用をお待ち申し上げます．(営業がすぐにお伺いします。） 国内産の野菜を使用してます。

＊味衛門は、埼玉県の地産地消運動を推進しております。



　　日替わりお昼のごはん 味　衛　門
平成２５年５月のメニュー

上尾センター

６３０円（税込み） ＴＥＬ０４８－７２３－１９１０

ＦＡＸ　０４８－７２３－１９２２ ＊御注文は、１０時までお電話下さい。
　　５月１日（水曜日） 　　５月２日　（木曜日） 　　５月３日　(金曜日） 　　５月４日（土曜日）

野菜たっぷり酢豚

　　　ぶりカマ焼き、フライ 青菜ともやしの辛し和え 　　定　　　休　　　日 　　お休みさせて頂きます

　　　有機野菜 大学いも

春雨サラダ

　５月５日　(日曜日） 　　５月６日　(月曜日） 　　５月７日　(火曜日） 　　５月８日　（水曜日） 　　５月９日　(木曜日） 　　５月１０日　(金曜日） 　　５月１１日　(土曜日）
ひれかつ バリバリポリフェノール弁当 牛肉塩麹炒め和え 鮭ときのこ焼き

　　　定　　　　休　　　　日 　　　　定　　　休　　　日 白身魚のみそ焼き 発芽玄米入りごはん ごぼうとこんにゃくの土佐煮 絹さやと鶏シメジ炒め 　　お休みさせて頂きます

ほうれん草炒め 銀鮭の塩焼き 大根とさつま揚げ煮 じゃがいも煮

なす生姜炒め ひじき煮、 コーンとキャベツサラダ 青菜とハムサラダ

大根と昆布煮
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さつま芋の天ぷら 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　５月１２日　(日曜日） 　　５月１３日　(月曜日） 　　５月１４日　（火曜日） 　　５月１５日　（水曜日） 　　５月１６日　（木曜日） 　　５月１７日　(金曜日） 　　５月１８日　(土曜日）
豆腐ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ、いか天ぷら ゆで豚おろしソース 黒毛和牛メンチ、カニシューマイ牛すき焼

　　　定　　　　休　　　　日 いんげんのゴマ和え 里芋とれんこん煮 　　　ぶりカマ焼き 白身魚の磯部揚げ 切干大根煮 　　お休みさせて頂きます

切り昆布と野菜煮 ゆでブロッコリー 　　　お楽しみ御膳 かぼちゃのそぼろ煮 新じゃがコロッケ

大根と山菜煮 明太子スパゲティーサラダ ほうれん草とかにかま和え ツナサラダ

　５月１９日（日曜日） 　　５月２０日　（月曜日） 　　５月２１日（火曜日） 　　５月２２日（水曜日） 　　５月２３日（木曜日） 　　５月２４日（金曜日） 　　５月２５日（土曜日）
　　　定　　　休　　　日 ロースカツ ごまひじきバーグ、西京焼き 海のめぐみ弁当 豚の生姜焼 名古屋風味噌カツ丼

さつま揚げとごぼう煮 なす味噌炒め わかめご飯 蒸し野菜 　　　＆冷やしうどんセット 　　お休みさせて頂きます

きゅうりとキャベツの梅和え 青菜の胡麻和え 鰺フライ、海老フライ ちくわの玉子とじ （お新香、煮物付き）

きのことこんにゃく煮 酢の物 海鮮シューマイ 豆入りポテトサラダ
たけのこの土佐煮

いかピリ辛炒め

　５月２６日（日曜日） 　　　５月２７日（月曜日） 　　　５月２８日（火曜日） 　　５月２９日（水曜日） 　　５月３０日（木曜日） 　　　５月３１日（金曜日）
煮込みハンバーグ 鮭塩焼き 酢豚 鶏肉カレー焼き

　　定　　　休　　　日 目玉焼き、ウインナー ごま風味肉じゃが 　　　　お楽しみご膳 海老と玉子炒め じゃが芋のトマト煮

揚げじゃが芋 揚げぎょうざの梅ドレッシングかけ 肉団子 海藻サラダ

野菜サラダ 青菜ときのこ和え グリーンサラダ コーンと青菜炒め

　　　お料理、特注弁当のご案内

＊職場のスポーツ大会・展示会・会議等，就職、入学、結婚、上棟式等さまざまな祝い事に、職場で、ホームパーティーに ＊味衛門は、有機野菜埼玉県産を中心に
　　当店のお料理、特注弁当のご利用をお待ち申し上げます．(営業がすぐにお伺いします。） 国内産の野菜を使用してます。

＊味衛門は、埼玉県の地産地消運動を推進しております。



　　日替わりお昼のごはん 　 　
平成２６年５月のメニュー

上尾センター

６３０円(税込） ＴＥＬ０４８－７２３－１９１０

ＦＡＸ　０４８－７２３－１９２２ ＊御注文は、１０時までお電話下さい。
　　　５月１日　(木曜日） 　　　５月２日　(金曜日） 　　５月３日　（土曜日）
さば味噌煮 鶏のスパイス焼き

＊味衛門は、埼玉県の地産地消運動を推進しております。 野菜の塩炒め 野菜のマスタードソース和え

いんげんのゴマ和え 青菜としめじの煮びたし 定　　休　　日
じゃが芋そぼろ餡かけ マカロニグラタン

手焼き玉子焼き

　　５月４日（日曜日） 　　５月５日（月曜日） 　　５月６日（火曜日） 　　５月７日（水曜日） 　　５月８日　（木曜日） 　　５月９日　(金曜日） 　　５月１０日（土曜日）
大地のめぐみ弁当 ゆで豚肉のゆず胡椒和え 手作りチキンカツ

　　　定　　　　休　　　　日 　　　定　　　休　　　日 　　　定　　　休　　　日 山菜ごはん、豆腐ハンバーグ、 いか大根煮 チリソース肉団子

れんこんの磯部揚げ 蒸し野菜とさつま揚げ和え 春雨とピーマン炒め 　　予約のみの注文に

青菜の胡麻和え 揚げ出し豆腐あんかけ 小松菜とえのき和え 　　　　　　させていただきます。

トマトサラダ
クリーミーコーンフライ

　５月１１日　(日曜日） 　　５月１２日　(月曜日） 　　５月１３日　(火曜日） 　　５月１４日　（水曜日） 　　５月１５日　(木曜日） 　　５月１６日　(金曜日） 　　５月１７日　(土曜日）
唐揚げねぎソースかけ 手作りひれかつ 海のめぐみ弁当 野菜たっぷり酢豚 鮭ときのこ塩麹焼き

　　　おまかせランチ ごぼうとこんにゃくの土佐煮 スパゲティーナポリタン わかめご飯 青菜ともやしの辛し和え 手作りコロッケ

野菜の胡麻ソース和え ほうれん草炒め カニコロッケ 蒸しかぼちゃそぼろ餡かけ 高野豆腐のかに餡かけ 　　　予約のみの注文に

コーンと蒸しキャベツサラダ 煮豆 海鮮シューマイ 春雨サラダ 青菜とハムサラダ 　　　　　　させていただきます。

帆立と大根煮、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いかハンバーグ

　５月１８日　(日曜日） 　　５月１９日　(月曜日） 　　５月２０日　（火曜日） 　　５月２１日　（水曜日） 　　５月２２日　（木曜日） 　　５月２３日　(金曜日） 　　５月２４日　(土曜日）
埼玉産黒豚メンチカツ ゆで豚おろしソース バリバリポリフェノール弁当 タンドリーチキン 回鍋肉

　　　おまかせランチ いんげんのピーナッツ和え 野菜胡麻ソース和え 黒豆入りごはん 白身魚のタルタル添え 切干大根煮

切り昆布と野菜煮 ゆでブロッコリーおかか和え 魚の味噌焼き かぼちゃのそぼろ煮 目玉焼き 　　　予約のみの注文に

スクランブルエッグ 明太入りスパゲティーサラダ ひじき煮、 ほうれん草とかにカマ和え ツナサラダ 　　　　　　させていただきます。

野菜乱切りきんぴら
さつま芋のかき揚げ

　５月２５日（日曜日） 　　５月２６日　（月曜日） 　　５月２７日（火曜日） 　　５月２８日（水曜日） 　　５月２９日（木曜日） 　　５月３０日（金曜日） 　　５月３１日（土曜日）
　　　定　　　休　　　日 和風鶏からあげ 煮込みハンバーグ 海老フライ 豚の生姜焼 手作り名古屋風味噌カツ

エビチリソース ウインナー 目玉焼き 根菜煮 そば

きゅうりとキャベツの梅和え マカロニサラダ スパイシーポテトフライ ちくわの玉子とじ 野菜サラダ 　　　予約のみの注文

きのことこんにゃく煮 青菜おひたし 牛すき煮 枝豆いりポテトサラダ 煮豆 　　　　　にさせていただきます。

　　　お料理、特注弁当のご案内 ＊味衛門は、埼玉県産を中心に有機野菜
＊職場のスポーツ大会・展示会・会議等，就職、入学、結婚、上棟式等さまざまな祝い事に、職場で、ホームパーティーに 国内産の野菜を使用してます。
　　当店のお料理、特注弁当のご利用をお待ち申し上げます．(営業がすぐにお伺いします。）



　　日替わりお昼のごはん 　 　
平成２７年５月のメニュー

上尾センター

６３０円(税込） ＴＥＬ０４８－７２３－１９１０

ＦＡＸ　０４８－７２３－１９２２ ＊御注文は、１０時までお電話下さい。
　　　５月１日　(金曜日） 　　５月２日　（土曜日）
鶏のスパイス焼き

＊味衛門は、埼玉県の地産地消運動を推進しております。 野菜のマスタードソース和え

青菜としめじの煮びたし 定　　休　　日
マカロニグラタン

　　５月３日（日曜日） 　　５月４日（月曜日） 　　５月５日（火曜日） 　　５月６日（水曜日） 　　５月７日　（木曜日） 　　５月８日　(金曜日） 　　５月９日（土曜日）
ゆで豚肉のゆず胡椒和え 手作りチキンカツ

　　　定　　　　休　　　　日 　　　定　　　休　　　日 　　　定　　　休　　　日 　　　定　　　休　　　日 いか大根煮 チリソース肉団子
蒸し野菜とさつま揚げ和え 春雨とピーマン炒め 定　　休　　日
揚げ出し豆腐あんかけ 小松菜とえのき和え

　５月１０日　(日曜日） 　　５月１１日　(月曜日） 　　５月１２日　(火曜日） 　　５月１３日　（水曜日） 　　５月１４日　(木曜日） 　　５月１５日　(金曜日） 　　５月１６日　(土曜日）
唐揚げねぎソースかけ 手作りひれかつ 海のめぐみ弁当 野菜たっぷり酢豚 味噌焼き魚ときのこ焼き

　　　おまかせランチ ごぼうとこんにゃくの土佐煮 スパゲティーナポリタン わかめご飯 青菜ともやしの辛し和え 手作りコロッケ
野菜の胡麻ソース和え ほうれん草炒め カニコロッケ 蒸しかぼちゃそぼろ餡かけ 高野豆腐のかに餡かけ 定　　休　　日
コーンと蒸しキャベツサラダ 煮豆 海鮮シューマイ 春雨サラダ 青菜とハムサラダ

帆立と大根煮、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いかハンバーグ

　５月１７日　(日曜日） 　　５月１８日　(月曜日） 　　５月１９日　（火曜日） 　　５月２０日　（水曜日） 　　５月２１日　（木曜日） 　　５月２２日　(金曜日） 　　５月２３日　(土曜日）
埼玉産黒豚メンチカツ ゆで豚おろしソース バリバリポリフェノール弁当 タンドリーチキン 回鍋肉

　　　おまかせランチ いんげんのピーナッツ和え 野菜胡麻ソース和え 黒豆入りごはん 白身魚のタルタル添え 切干大根煮
切り昆布と野菜煮 ゆでブロッコリーおかか和え 魚の味噌焼き かぼちゃのそぼろ煮 目玉焼き 定　　休　　日
スクランブルエッグ 明太入りスパゲティーサラダ ひじき煮、 ほうれん草とかにカマ和え ツナサラダ

野菜乱切りきんぴら
さつま芋のかき揚げ

　５月２４日（日曜日） 　　５月２５日　（月曜日） 　　５月２６日（火曜日） 　　５月２７日（水曜日） 　　５月２８日（木曜日） 　　５月２９日（金曜日） 　　５月３０日（土曜日）
　　　定　　　休　　　日 和風鶏からあげ 煮込みハンバーグ 海老フライ 豚の生姜焼 手作り名古屋風味噌カツ

エビチリソース ウインナー 目玉焼き 根菜煮 そば
きゅうりとキャベツの梅和え マカロニサラダ スパイシーポテトフライ ちくわの玉子とじ 野菜サラダ 定　　休　　日
きのことこんにゃく煮 青菜おひたし 牛すき煮 枝豆いりポテトサラダ 煮豆

　５月３１日（日曜日）
　　　お料理、特注弁当のご案内 ＊味衛門は、埼玉県産を中心に有機野菜

＊職場のスポーツ大会・展示会・会議等，就職、入学、結婚、上棟式等さまざまな祝い事に、職場で、ホームパーティーに 国内産の野菜を使用してます。
　　当店のお料理、特注弁当のご利用をお待ち申し上げます．(営業がすぐにお伺いします。）



　　日替わりお昼のごはん 　 　
平成２８年５月のメニュー

上尾センター

６３０円(税込） ＴＥＬ０４８－７２３－１９１０

ＦＡＸ　０４８－７２３－１９２２ ＊御注文は、１０時までお電話下さい。
　　５月１日（日曜日） 　　５月２日（月曜日） 　　５月３日（火曜日） 　　５月４日（水曜日） 　　５月５日　（木曜日） 　　５月６日　(金曜日） 　　５月７日（土曜日）

ゆで豚おろしゆずポン酢和え チキンカツ、ソーセージ天

　　　定　　　　休　　　　日 ひじき入りコロッケ 　　　定　　　休　　　日 　　　定　　　休　　　日 　　　定　　　休　　　日 チリソース肉団子
山菜とウインナーサラダ 春雨とピーマン炒め 定　　休　　日
高野豆腐と蕗の和風煮 小松菜とえのき和え

煮豆

　５月８日　(日曜日） 　　５月９日　(月曜日） 　　５月１０日　(火曜日） 　　５月１１日　（水曜日） 　　５月１２日　(木曜日） 　　５月１３日　(金曜日） 　　５月１４日　(土曜日）
　　　定　　　休　　　日 唐揚げねぎソースかけ 手作りひれかつ 海のめぐみ弁当 野菜たっぷり酢鶏 西京焼き魚ときのこ焼き

ごぼうとこんにゃくの土佐煮 スパゲティーナポリタン わかめご飯 青菜ともやしの辛し和え 手作り玉ねぎ入り肉団子
野菜の胡麻ソース和え ほうれん草とひじき炒め カニコロッケ、たこ焼き 蒸しかぼちゃそぼろ餡かけ 高野豆腐の牛乳煮 定　　休　　日
コーンと蒸しキャベツサラダ 煮豆 海鮮シューマイ 春雨サラダ 青菜とハムコーンサラダ

帆立と大根煮
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昆布佃煮

　５月１５日　(日曜日） 　　５月１６日　(月曜日） 　　５月１７日　（火曜日） 　　５月１８日　（水曜日） 　　５月１９日　（木曜日） 　　５月２０日　(金曜日） 　　５月２１日　(土曜日）
　　　定　　　休　　　日 黒豚メンチカツ ゆで豚おろしソース バリバリポリフェノール弁当 タンドリーチキン 回鍋肉

あじフライ 野菜胡麻味噌和え 黒豆入りごはん 白身魚のタルタル添え 韓国春雨ピリ辛和え
切り昆布と野菜煮 ブロッコリーおかか和え 手作りコロッケ、魚の味噌焼き 切干大根そぼろ煮 目玉焼き 定　　休　　日
スクランブルエッグ 明太入りスパゲティーサラダ ひじき煮 ほうれん草とかにカマ和え ツナサラダ

　　　　 野菜の蒸し煮

　５月２２日（日曜日） 　　５月２３日　（月曜日） 　　５月２４日（火曜日） 　　５月２５日（水曜日） 　　５月２６日（木曜日） 　　５月２７日（金曜日） 　　５月２８日（土曜日）
　　　定　　　休　　　日 和風鶏からあげ 煮込みハンバーグ 手作り海老フライ 豚の生姜焼 手作り名古屋風味噌カツ

エビとちくわのレッドカレー和え きんぴら蓮根 目玉焼き 根菜煮 山菜煮
キャベツの梅和え マカロニサラダ スパイシーポテトフライ ちくわの玉子とじ 野菜サラダ 　定　　休　　日
きのこと春雨煮 青菜おひたし こんにゃくとごぼうの甘辛煮 枝豆いりポテトサラダ 煮豆

　５月２９日（日曜日） 　　　５月３０日（月曜日） 　　　５月３１日（火曜日）

　　　定　　　休　　　日 国産ミーツステーキ 鶏のスパイス焼き

野菜豆腐ハンバーグ 野菜のマスタードソース和え

コーンフライ 青菜としめじの煮びたし

パスタ マカロニグラタン

他

＊今月より、うどん、そば始めます。ランチと共にの御配達になります。単品での御配達は、ご遠慮させて頂きます。 ＊味衛門は、埼玉県産を中心に有機野菜

　　　１、かきあげうどん ４５０円（税込） 国内産の野菜を使用してます。

　　　２、山菜とろろそば ４８０円（税込）



　　日替わりお昼のごはん 　 　
平成３０年５月のメニュー

上尾センター

６３０円(税込） ＴＥＬ０４８－７２３－１９１０

ＦＡＸ　０４８－７２３－１９２２ ＊御注文は、１０時までお電話下さい。
　　５月１日（火曜日） 　　５月２日（水曜日） 　　５月３日　（木曜日） 　　５月４日　(金曜日） 　　５月５日（土曜日）

豚生姜焼き チキンカツ、
　　　定　　　　休　　　　日 ひじき入りコロッケ チリソース肉団子 　　　定　　　休　　　日    定　　休　　日

山菜とウインナーサラダ 春雨とピーマン炒め

高野豆腐と豆乳煮 野菜サラダ

煮豆

　５月６日　(日曜日） 　　５月７日　(月曜日） 　　５月８日　(火曜日） 　　５月９日　（水曜日） 　　５月１０日　(木曜日） 　　５月１１日　(金曜日） 　　５月１２日　(土曜日）
手作り唐揚げ 手作りひれかつ 海のめぐみ弁当 野菜たっぷり酢鶏 バランスらんち

　　　定　　　休　　　日 切干大根ザーサイ中華煮 スパゲティーナポリタン わかめご飯 青菜ともやしの辛し和え 白身魚フライ
麻婆豆腐 ほうれん草とひじき炒め カニコロッケ、 蒸しかぼちゃそぼろ餡かけ (豆乳タルタルソース） 定　　休　　日
春雨サラダ 煮豆 海鮮シューマイ 春雨サラダ 青菜炒め

帆立と大根煮 キャベツとささ身の胡麻和え
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昆布佃煮 雑穀米入りご飯

　５月１３日　(日曜日） 　　５月１４日　(月曜日） 　　５月１５日　（火曜日） 　　５月１６日　（水曜日） 　　５月１７日　（木曜日） 　　５月１８日　(金曜日） 　　５月１９日　(土曜日）
　　　定　　　休　　　日 まぐろカツ ゆで豚おろしソース バリバリポリフェノール弁当 タンドリーチキン バランスらんち 定　　休　　日

アジフライ 野菜胡麻味噌和え 黒豆入りごはん 白身魚のタルタル添え 豚肉と豆苗の味噌炒め
切り昆布と野菜煮 ブロッコリーおかか和え 手作りコロッケ、魚の味噌焼き 切干大根そぼろ煮 韓国春雨ピリ辛和え

スクランブルエッグ 明太入りスパゲティーサラダ ひじき煮 ほうれん草とかにカマ和え 目玉焼き

　　　　 野菜の蒸し煮 ツナとザーサイ炒め
発芽玄米入りご飯

　５月２０日（日曜日） 　　５月２１日　（月曜日） 　　５月２２日（火曜日） 　　５月２３日（水曜日） 　　５月２４日（木曜日） 　　５月２５日（金曜日） 　　５月２６日（土曜日）
　　　定　　　休　　　日 和風鶏からあげ 煮込みハンバーグ 手作り海老フライ スタミナ焼肉 手作り名古屋風味噌カツ

エビとちくわのレッドカレー和え きんぴら蓮根 目玉焼き 根菜煮 山菜煮
キャベツの梅和え マカロニサラダ スパイシーポテトフライ ちくわの玉子とじ 野菜サラダ 　定　　休　　日
きのこと春雨煮 青菜おひたし こんにゃくともやしの甘辛煮 枝豆いりポテトサラダ 煮豆

　５月２７日（日曜日） 　　　５月２８日（月曜日） 　　　５月２９日（火曜日） 　　５月３０日（水曜日） 　　５月３１日（木曜日）

　　　定　　　休　　　日 アジフライ、塩だれチキン バランスらんち 手作り豆腐ハンバーグ
大根煮 鶏むね肉のマスタード焼き 和風パスタ

コーンサラダ 人参らぺ コーンサラダ

パスタ マッシュポテト 蒸し野菜和え

雑穀米入りご飯

＊味衛門は、埼玉県産を中心に有機野菜

国内産の野菜を使用してます。

　　　

http://www.irasutoya.com/2016/07/blog-post_47.html
http://www.irasutoya.com/2016/07/blog-post_47.html
http://www.irasutoya.com/2014/05/blog-post_6983.html
http://www.irasutoya.com/2014/05/blog-post_6983.html
http://www.irasutoya.com/2014/04/blog-post_30.html
http://www.irasutoya.com/2014/04/blog-post_30.html
http://www.irasutoya.com/2014/05/mothers-day_29.html
http://www.irasutoya.com/2014/05/mothers-day_29.html
http://www.irasutoya.com/2016/05/blog-post_275.html
http://www.irasutoya.com/2016/05/blog-post_275.html


　　日替わりお昼のごはん 　 　
平成３０年５月のメニュー

上尾センター

５５０円(税込） ＴＥＬ０４８－７２３－１９１０

ＦＡＸ　０４８－７２３－１９２２ ＊御注文は、１０時までお電話下さい。
　　５月１日（火曜日） 　　５月２日（水曜日） 　　５月３日　（木曜日） 　　５月４日　(金曜日） 　　５月５日（土曜日）
チキンカツ、 豚生姜焼き

　　　定　　　　休　　　　日 チリソース肉団子 　　　定　　　休　　　日 　　　定　　　休　　　日    定　　休　　日
山菜とウインナーサラダ

野菜サラダ 高野豆腐の豆乳煮

春雨とピーマン炒め

　５月６日　(日曜日） 　　５月７日　(月曜日） 　　５月８日　(火曜日） 　　５月９日　（水曜日） 　　５月１０日　(木曜日） 　　５月１１日　(金曜日） 　　５月１２日　(土曜日）
手作り唐揚げ 手作りひれかつ 海のめぐみ弁当 野菜たっぷり酢鶏 白身魚フライ

　　　定　　　休　　　日 わかめご飯 (タルタルソース）
麻婆豆腐 ほうれん草とひじき炒め カニコロッケ 青菜ともやしの辛し和え ウインナー 定　　休　　日
春雨サラダ 煮豆 海鮮シューマイ かにたま キャベツと鶏ほぐしの胡麻和え

さつま揚げと大根煮 雑穀米入りご飯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　５月１３日　(日曜日） 　　５月１４日　(月曜日） 　　５月１５日　（火曜日） 　　５月１６日　（水曜日） 　　５月１７日　（木曜日） 　　５月１８日　(金曜日） 　　５月１９日　(土曜日）
　　　定　　　休　　　日 まぐろカツ ゆで豚おろしソース ミニとんかつ 煮込みハンバーグ 　 豚肉と豆苗の味噌あえ 定　　休　　日

じゃが芋ベーコンハンバーグ ミニオムレツ
切り昆布と野菜煮 ブロッコリーおかか和え きんぴら蓮根 韓国春雨ピリ辛和え

スクランブルエッグ 明太入りスパゲティーサラダ きんぴらごぼう 青菜おひたし ツナとザーサイ炒め

　　　　 ポテトサラダ

　５月２０日（日曜日） 　　５月２１日　（月曜日） 　　５月２２日（火曜日） 　　５月２３日（水曜日） 　　５月２４日（木曜日） 　　５月２５日（金曜日） 　　５月２６日（土曜日）
　　　定　　　休　　　日 さば磯辺フライ タンドリーチキン 手作り海老フライ 名古屋風味噌カツ

カニ風味シューマイ 目玉焼き 　　　お楽しみランチ
キャベツの梅和え ほうれん草とかにカマ和え 山菜煮 　定　　休　　日
きのこと春雨煮 切干大根そぼろ煮 こんにゃくともやしの甘辛煮 ツナと春雨サラダ

煮豆 　

　５月２７日（日曜日） 　　　５月２８日（月曜日） 　　　５月２９日（火曜日） 　　５月３０日（水曜日） 　　５月３１日（木曜日）

　　　定　　　休　　　日 枝豆入りフライ スタミナ焼肉 手作り豆腐ハンバーグ バリバリポリフェノール弁当

スパイシーイタリアンオムレツ 和風パスタ 黒豆入りごはん

根菜煮 コロッケ、魚の味噌焼き

大根煮 枝豆いりポテトサラダ ひじき煮

コーンサラダ 蒸しかぼちゃ 野菜の蒸し和え

＊味衛門は、埼玉県産を中心に有機野菜

国内産の野菜を使用してます。
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　　日替わりお昼のごはん 　 　
令和１年（２０１９年）５月のメニュー

上尾センター

５５０円(税込） ＴＥＬ０４８－７２３－１９１０

ＦＡＸ　０４８－７２３－１９２２ ＊御注文は、１０時までお電話下さい。
　　５月１日（水曜日） 　　５月２日　（木曜日） 　　５月３日　(金曜日） 　　５月４日（土曜日）

　　　定　　　休　　　日 　　　定　　　休　　　日 　　　定　　　休　　　日    定　　休　　日

　５月５日　(日曜日） 　　５月６日　(月曜日） 　　５月７日　(火曜日） 　　５月８日　（水曜日） 　　５月９日　(木曜日） 　　５月１０日　(金曜日） 　　５月１１日　(土曜日）
メンチカツ ハンバーグ 野菜たっぷり酢鶏 えびカツ

　　　定　　　休　　　日 　　　定　　　休　　　日 揚げぎょうざ （自家製デミグラソース） 青菜ともやしの辛し和え (タルタルソース）
枝豆シューマイ プレーンオムレツ カニ風味シューマイ 定　　休　　日
きんぴらごぼう 春雨サラダ キャベツの胡麻和え

雑穀米入りご飯

　５月１２日　(日曜日） 　　５月１３日　(月曜日） 　　５月１４日　（火曜日） 　　５月１５日　（水曜日） 　　５月１６日　（木曜日） 　　５月１７日　(金曜日） 　　５月１８日　(土曜日）
　　　定　　　休　　　日 まぐろカツ ゆで豚おろしソース 鶏肉の味噌あんかけ ボロニア風ハムカツ 煮込みハンバーグ 　 定　　休　　日

じゃが芋ベーコンハンバーグ 明太子スパゲティー ツナとザーサイ炒め オムレツ 白身フライ

切り昆布と野菜煮 ブロッコリーおかか和え きんぴらごぼう ポテトサラダ

麻婆なす

　　　　

　５月１９日（日曜日） 　　５月２０日　（月曜日） 　　５月２１日（火曜日） 　　５月２２日（水曜日） 　　５月２３日（木曜日） 　　５月２４日（金曜日） 　　５月２５日（土曜日）
　　　定　　　休　　　日 鮭ハンバーグ スパイシーチキン（甘辛） 手作り海老フライ 手作りロースカツ

海老風味シューマイ ほうれん草とかにカマ和え 目玉焼き 　　　お楽しみランチ 胡麻ソース付

キャベツの梅和え こんにゃくともやしの甘辛煮 山菜煮 　定　　休　　日
きのこと春雨煮

　

　５月２６日（日曜日） 　　　５月２７日（月曜日） 　　　５月２８日（火曜日） 　　５月２９日（水曜日） 　　５月３０日（木曜日） 　　５月３１日（金曜日）

　　　定　　　休　　　日 枝豆入りフライ スタミナ焼肉 豆腐ハンバーグ 国産鶏むね肉唐揚げ バリバリポリフェノール弁当

スパイシーイタリアンオムレツ コーンポテトサラダ 和風パスタ 麻婆豆腐 有機米入りごはん

大根煮 コロッケ 煮豆 魚の味噌焼き、肉団子

ひじき煮

野菜の蒸し和え

＊味衛門は、有機野菜を中心に県産国産野菜

を使用してます。
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