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洋朝食 魚のセット 

●メイン：白身魚のソテー： 

久米島近海魚、玉葱、※菜種油、※菜種マーガリン、※球美の塩、※片栗粉、 

ブロッコリー、カリフラワー、人参、きのこ、※ベジタブルコンソメ、※菜種

油、※球美の塩 

 

洋朝食 肉セット 

●メイン：アグーハンバーグ：アグー豚ひき肉、玉葱、※片栗粉、※球美の塩、

※ライスブレッド(パン粉)、※菜種油、※こどもケチャプ、※こども焼肉のた

れ、※砂糖大根糖、 

ブロッコリー、カリフラワー、人参、きのこ、※ベジタブルコンソメ、※菜種

油、※球美の塩 

 

洋朝食 野菜セット 

●メイン：ベジタブルフライ：紅芋、キャベツ、人参、長ネギ、※片栗粉、

※味の母みりん、※球美の塩、※米油、 

ブロッコリー、カリフラワー、人参、きのこ、※ベジタブルコンソメ、※菜種

油、※球美の塩 

 

     ＋ 

【洋朝食・共通メニュー］ 

●サラダ：レタス、サニーレタス、レッドキャベツ、レッドオニオン、トマト、 

キュウリ 

【別添えドレッシング】※ﾉﾝｵｲﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｸﾘｰﾐｰﾌﾚﾝﾁ 

●※コーンスープ  ●※さつまいも掘り ●※ライスブレッド 

●デザート：フルーツ３種類と、※信州ももゼリー 

 

和朝食 魚定食 

●メイン：白身魚の煮付け： 

久米島近海魚、長ネギ、ほうれん草、きのこ、昆布だし、 

※うまい料亭のつゆ、※球美の塩 

 

和朝食 肉定食 

●メイン：豚肉の生姜焼き： 

県産豚ロース、玉葱、ピーマン、人参、きのこ、生しょうが、※菜種油、※旨

味しょうゆさしすせそ、※味の母みりん、※砂糖大根糖、※球美の塩 

 

 

＋ 

【和朝食・共通メニュー］ 

●海ぶどうの酢の物：海ぶどう、昆布だし、※味の母みりん、※りんご酢、 

※砂糖大根糖、※うまい料亭のつゆ 

●付け合せ：※竜神梅  ※焼き海苔 

●ご飯：白米（国産米 100％ 産地銘柄は不定期に変更） 

●もずく味噌汁：久米島産もずく、青ネギ、昆布だし、※きびの味噌クリーミ

ー、※旨味しょうゆさしすせそ 

●デザート：フルーツ３種類と、※信州ももゼリー 
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昼食メニュ－  

久米島近海魚の 

シーフードカレーセット 

 

●久米島近海魚のシーフードカレー：久米島近海魚、玉葱、じゃが芋、にんじ

ん、※サクサクカレールー  

●ご飯：白米 ※あおさ粉末 ●スープ：※かぼちゃスープ 

●白身魚の甘酢ソース：白身魚、※砂糖大根糖、※リンゴ酢、※旨味しょうゆ

さしすせそ、※菜種油 

●野菜サラダ： 

レタス、サニーレタス、レッドキャベツ、レッドオニオン、トマト、キュウリ 

【別添え】※ﾉﾝｵｲﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｸﾘｰﾐｰﾌﾚﾝﾁ 

●デザート：※信州りんごぜりー 

 

 

昼食メニュ－  

スパゲッティ 

ナポリタンセット 

 

 

●スパゲッティナポリタン： 

※ライスパスタ、※豚肉 100％ソーセージ、 

茄子、きのこ、ピーマン、※こどもケチャップ、※球美の塩、※菜種マーガリ

ン 

●スープ:※かぼちゃスープ   

●パン：※ライスブレッド 

●野菜サラダ： 

レタス、サニーレタス、レッドキャベツ、レッドオニオン、トマト、キュウリ 

【別添え】、※ﾉﾝｵｲﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｸﾘｰﾐｰﾌﾚﾝﾁ 

●デザート：※信州りんごゼリー 

 

 

昼食メニュ－  

米麺野菜そばセット 

 

 

 

 

●米麺野菜そば： 

※ライスパスタ、キャベツ、人参、玉葱、ニラ、 

※球美の塩、※うまい料亭のつゆ、※旨味しょうゆさしすせそ、※ベジタブルコン

ソメ 

●海ぶどうの酢の物： 

※海ぶどう（久米島産）、昆布だし、※味の母みりん、※りんご酢、※砂糖大根糖 

※うまい料亭のつゆ 

●おにぎり：白米（国産米 100％ 産地銘柄は不定期に変更）※焼き海苔 

●デザート：※信州りんごゼリー 
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夕食メニュ－  

久米島近海魚 

白身魚の煮付け定食 

 

●久米島近海魚白身魚の煮付け： 

白身魚、白菜、長ネギ、きのこ、ほうれん草、※日本酒、※旨味しょうゆさしすせそ、昆

布だし、※味の母みりん 

●※白身団子 

●海ぶどうの酢の物： 

※海ぶどう(久米島産)、昆布だし、※味の母みりん、※リンゴ酢、※砂糖大根糖、※うま

い料亭のつゆ 

●ご飯：白米（国産米 100％ 産地銘柄は不定期に変更） 

●味噌汁：久米島産もずく又は久米島産アオサ、昆布だし、※きびの味噌クリーミー、 

※旨味しょうゆさしすせそ 

 

●デザート：※ロイヤルマハロ（ストロベリー、チョコ） 

※アイスはいずれかを事前にご指定下さい。 

 

 

夕食メニュー  

 あぐーローストセット 

●アグーロースト：アグー豚肉、※こども焼肉のたれ、※こどもケチャップ、※球美の塩 

●季節野菜のガルニ：ブロッコリー、カリフラワー、きのこ、※球美の塩 

●オニオンスープ：玉葱、※ベジタブルコンソメ 

●※豚肉と里芋煮 

●ライス：白米（国産米 100％ 産地銘柄は不定期に変更） 

●デザート：※ロイヤルマハロ（ストロベリー、チョコ） 

※アイスはいずれかを事前にご指定下さい。 

 
夕食メニュー 

蒸し野菜の洋食セット 

 

 

 

●蒸し野菜：かぼちゃ、じゃが芋、インゲン豆、ブロッコリー、カリフラワー 

【別添え】※ﾉﾝｵｲﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｸﾘｰﾐｰﾌﾚﾝﾁ、 

●オニオンスープ：玉葱、※ベジタブルコンソメ 

●野菜サラダ： 

レタス、サニーレタス、レッドキャベツ、レッドオニオン、トマト、キュウリ 

【別添え】※ﾉﾝｵｲﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｸﾘｰﾐｰﾌﾚﾝﾁ 

●ライス：白米（国産米 100％ 産地銘柄は不定期に変更） 

●デザート：※ロイヤルマハロ（ストロベリー、チョコ） 

※アイスはいずれかを事前にご指定下さい。 
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夕食：キッズプレート（メイン：白身魚のソテー） 

●白身魚のソテー：久米島近海魚、※球美の塩、※片栗粉、※菜種マーガリン、※菜種油 

 

夕食メインキッズプレート（メイン：ヒレカツ） 

●※ヒレカツ、※菜種油、※豚肉 100％ソーセージ 

 

 

夕食：キッズプレート（メイン：温野菜） 

●温野菜：ブロッコリー、カリフラワー、キノコ、にんじん、 

※ベジタブルコンソメ、※球美の塩 

  

 

夕食キッズプレート 

 共通メニュー  

 

●※さつまいも堀り  

●※かぼちゃスープ 

●サラダ：レタス、サニーレタス、レッドキャベツ、レッドオニオン、トマト、キュウ

リ【別添え】※ﾉﾝｵｲﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｸﾘｰﾐｰﾌﾚﾝﾁ 

●ライス：白米（国産米 100％ 産地銘柄は不定期に変更） 

●※オレンジジュース 

●デザート：※ロイヤルマハロ（ストロベリー、チョコ） 

※アイスはいずれかを事前にご指定下さい。 

 

夕食：バーベキュー 

注意） 

※１０品目対応食の専用鉄板を

使用しています。 

同席のご家族も同じメニューで

のご注文をお願いします。 

※お子様が小さく、量が多い場合

 

●豚肉 １５０ｇ  

●※豚肉 100％ソーセージ 

●豚ソーキ(スペアリブ)：昆布、※旨味しょうゆさしすせそ、※味の母みりん 

●アグーハンバーグ：豚ひき肉、玉葱、※片栗粉、※球美の塩、※ライスブレッド 

(パン粉)、※菜種油、※こどもケチャプ、※こども焼肉のたれ、※砂糖大根糖、 

●白身魚の切り身：久米島近海魚 

●野菜盛り：コーン、キャベツ、ピーマン、茄子、紅芋、椎茸 

●ライス：国産米 100％  

●BBQ ソース：※こども焼肉のたれ  

●BBQ 油：※菜種油 

●デザート：※ロイヤルマハロ（ストロベリー、チョコ） 

※アイスはいずれかを事前にご指定下さい。 
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単品毎の追加も承ります。 

 

加工品 及び 調味料一覧表 

品名 メーカー名 原材料 

菜種油 ﾎﾞｰｿｰ油脂 食用菜種油(オーストラリア) 

菜種マーガリン 辻安全食品 菜種硬化油、菜種油、食塩、乳化剤、香料 

球美の塩 久米島海洋深層水開発 久米島近海 海洋深層水（水深 612ｍ） 

片栗粉 新垣具郎商店 馬鈴薯でんぷん 

ライスブレッド 辻安全食品 米粉、ｻｺﾞ椰子でん粉、菜種油、天然酵母、甜菜糖、食塩、トレハロース 

こどもケチャップ 辻安全食品 トマト、果糖(甜菜糖）、醸造酢(ぶどう、ｻﾄｳｷﾋﾞ）、食塩、香辛料、玉葱 

こども焼き肉のたれ 辻安全食品 調味料（酵母エキス、食塩、昆布エキス、笹エキス）、砂糖、濃厚ソース、還元水あ

め、にんにく、食塩、醸造酢、しょうが、酵母エキスパウダー、胡椒、増粘剤（加工

でんぷん）、調味料※濃厚ソース：糖類（砂糖、果糖ぶどう糖液糖）、野菜（トマト、

玉ねぎ、にんじん、にんにく）醸造酢、食塩、香辛料、増粘剤（加工でんぷん） 

砂糖大根糖 辻安全食品 甜菜糖 

コーンスープ 太田油脂㈱ ｽｲｰﾄｺｰﾝ、ｼﾞｬｶﾞｲﾓ澱粉、ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ（ｷｬｯｻﾊﾞ）、食塩、酵母エキス、野菜ｴｷｽ（白菜、デ

キストリン、キャッサバ、食塩） 

さつまいも堀り 辻安全食品 さつまいも、粗製糖、菜種油 

信州 ももゼリー ㈱アルプス もも果汁、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、寒天、こんにゃく、ｸｴﾝ酸、ｸｴﾝ酸 Na、香料、

酸化防止剤（ﾋﾞﾀﾐﾝ C） 

信州りんごゼリー ㈱アルプス りんご果汁、ﾌﾞﾄﾞｳ糖果糖液糖、砂糖、寒天、こんにゃく、ｸｴﾝ酸、ｸｴﾝ酸 Na、香料 

うまい料亭のつゆ 辻安全食品 酵母ｴｷｽ、ﾋﾞｰﾄｵﾘｺﾞ糖、食塩、昆布ｴｷｽ、椎茸ｴｷｽ、トレハロース 

味の母みりん 味の一醸造 米、米麹、塩 

米油 ﾎﾞｰｿｰ油脂 食用米油 

ベジタブルコンソメ 辻安全食品 食塩、砂糖、酵母ｴｷｽ、ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ（ﾀﾋﾟｵｶ）、ﾀﾏﾈｷﾞ、しいたけ、こしょう、ﾄﾚﾊﾛｰｽ 

リンゴ酢 日本食品工業 リンゴ果汁 

梅肉（竜神梅） オーサワジャパン 梅、しそ、天塩 

焼き海苔 ムソー㈱ 乾のり 

旨味しょうゆさしすせそ 辻安全食品 酵母エキス、食塩、昆布エキス、笹エキス 

きびのみそクリーミー マルカ味噌（株） きび（中国）、食塩 

ライスパスタ ㈱ケンミン 精米、玄米 

豚肉 100％ソーセージ 辻安全食品 豚もも肉、食塩、羊腸 

あおさ粉末 神戸物産 乾燥あおさ 

かぼちゃスープ 太田油脂㈱ かぼちゃ、トウモロコシでんぷん、デキストリン（ｷｬｯｻﾊﾞ）、食塩、野菜ｴｷｽ、（白菜、

デキストリン、食塩）、酵母エキス 
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サクサクカレールー 辻安全食品 さご椰子でん粉、なたね油、甜菜糖、カレー粉、食塩、オニオンパウダー、酵母エキ

ス、プルーンピューレ、デーツ濃縮果汁、ガーリックパウダー 

海ぶどう 久米島海洋深層水

開発(株) 

海ぶどう 

華観月(日本酒) (株)東亜酒造 醸造アルコール米、米麹、糖類、調味料(アミノ酸)、酸味料 

白身団子 辻安全食品 魚肉（たら）、馬鈴薯でんぷん、甜菜糖、食塩 

ロイヤルマハロ 

チョコ 

辻安全食品 さつまいも、甜菜糖、植物油脂（椰子油、パーム油）、甜菜オリゴ糖、バニラビーンズ、

ココアパウダー、加工でんぷん（サゴヤシ由来） 

ロイヤルマハロ 

ストロベリー 

辻安全食品 さつまいも、甜菜糖、植物油脂（椰子油、パーム油）、いちご、甜菜オリゴ糖、バニラ

ビーンズ、加工でんぷん（サゴヤシ由来） 

豚肉と里芋煮 辻安全食品 里芋、人参、蓮根、豚肉、しょうゆ風調味料（酵母ｴｷｽ、食塩、昆布ｴｷｽ、笹ｴｷｽ）、甜

菜糖、つゆ(酵母ｴｷｽ、ﾋﾞｰﾄ糖蜜、食塩、昆布ｴｷｽ、しいたけｴｷｽ)、昆布粉末、ﾄﾚﾊﾛｰｽ 

ヒレカツ 辻安全食品 豚肉、米粉、オリーブ油、ﾀﾋﾟｵｶ粉、ｶﾎﾞﾁｬﾊﾟｳﾀﾞｰ、砂糖、生イースト、食塩、菜種油

（揚げ油）、胡椒、トレハロース、PH 調整剤（酢酸 Na）、増粘剤（HPMC） 

オレンジジュース ㈱アルプス 果汁 100％ストレート 

ノンオイルドレッシング

クリーミーフレンチ 

丸和油脂(株) 砂糖、醸造酢、ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ、食塩、酵母エキス、レモン果汁、増粘剤（キサンタン）、オ

ニオンパウダー、ホワイトペッパー 

 

 

 

 


