
  いつも 「東京ダイヤビル食堂」 をご利用いただき、ありがとうございます。

ランチ  メンチカツ ¥570   白身フライ＆ ¥570   豚生姜焼き ¥570   ピリ辛 ¥570   鶏肉の ¥570  

 BBQソース  しゅうまい添え  西京味噌焼き
（ライス・味噌汁・小鉢１品付き） （ライス・味噌汁・小鉢１品付き） （ライス・味噌汁・小鉢１品付き） （ライス・味噌汁・小鉢１品付き） （ライス・味噌汁・小鉢１品付き）

エネルギー 697kcal エネルギー 702kcal エネルギー 623kcal エネルギー 744kcal エネルギー 728kcal 

タンパク質 22.7g タンパク質 18.9g タンパク質 24.3g タンパク質 27.6g タンパク質 34.6g 

脂         質 16.4g 脂         質 22.0g 脂         質 16.3g 脂         質 27.6g 脂         質 21.3g 

食塩相当量 3.7g 食塩相当量 2.6g 食塩相当量 1.9g 食塩相当量 3.1g 食塩相当量 1.9g 

 鶏肉と玉子のさっぱり煮 ¥600   豚肉とごぼうの卵とじ ¥650   キムチおろし野菜バーグ ¥660   牛肉のポン酢炒め ¥680   さわらの薬味ポン酢 ¥600  

 Smart Meal （健康米・減塩味噌汁付き） （健康米・減塩味噌汁付き） （健康米・減塩味噌汁付き） （健康米・減塩味噌汁付き） （健康米・減塩味噌汁付き）

エネルギー 745kcal エネルギー 701kcal エネルギー 722kcal エネルギー 745kcal エネルギー 741kcal 

タンパク質 22.8g タンパク質 27.8g タンパク質 24.3g タンパク質 24.4g タンパク質 33.5g 

脂         質 24.4g 脂         質 18.4g 脂         質 22.7g 脂         質 34.5g 脂         質 23.3g 

食塩相当量 3.2g 食塩相当量 3.2g 食塩相当量 3.4g 食塩相当量 3.3g 食塩相当量 3.3g 

 スペシャル  白身魚の ¥690   野菜いっぱい大豆ミートの ¥700   北海道 ¥660   トンテキ丼 ¥620   サラダうどん ¥550  
 Special Lunch

（ライス・味噌汁・小鉢１品付き）   （ライス・味噌汁付き）※小鉢なし 　（ライス・味噌汁・小鉢１品付き）   （味噌汁・小鉢１品付き）   （小鉢１品付き）

エネルギー 692kcal エネルギー 950kcal エネルギー 544kcal エネルギー 670kcal エネルギー 350kcal 

タンパク質 21.3g タンパク質 29.2g タンパク質 21.9g タンパク質 26.2g タンパク質 9.2g 

脂         質 13.5g 脂         質 34.8g 脂         質 32.2g 脂         質 24.4g 脂         質 7.7g 

食塩相当量 3.0g 食塩相当量 4.9g 食塩相当量 3.6g 食塩相当量 3.3g 食塩相当量 3.7g 

パスタ  週替わり  チキンのバジル ¥520   チキンのバジル ¥520   チキンのバジル ¥520   チキンのバジル ¥520   チキンのバジル ¥520  
 スパゲティ  スパゲティ  スパゲティ  スパゲティ  スパゲティ

 （麺大盛り＋100円）  （麺大盛り＋100円）  （麺大盛り＋100円）  （麺大盛り＋100円）  （麺大盛り＋100円）

 カ レ ー 日替わり  イカリング ¥530   温泉玉子 ¥530   ハヤシライス ¥430  チーズ ¥530  白身フライ ¥530  
  （味噌汁付き）   （味噌汁付き）   （味噌汁付き）   （味噌汁付き）

定 番  ポークカレー ¥430   ポークカレー ¥430   ポークカレー ¥430   ポークカレー ¥430   ポークカレー ¥430  

 カツカレー ¥550   カツカレー ¥550   カツカレー ¥550   カツカレー ¥550   カツカレー ¥550  
  （味噌汁付き）   （味噌汁付き）   （味噌汁付き）   （味噌汁付き）   （味噌汁付き）

ラーメン 日替わり  みそチャーシュー麺 ¥610   黒マー油ラーメン ¥530  

 （麺大盛り＋100円）  （麺大盛り＋100円）

定 番  塩ラーメン ¥460   塩ラーメン ¥460   塩ラーメン ¥460   塩ラーメン ¥460   塩ラーメン ¥460  

 （麺大盛り＋100円）  （麺大盛り＋100円）  （麺大盛り＋100円）  （麺大盛り＋100円）  （麺大盛り＋100円）

そ  ば・ 日替わり  月見そば・うどん ¥440   薩摩天うどん・そば ¥440   きしめん ¥440  

うどん  （麺大盛り＋100円）  （麺大盛り＋100円）  （麺大盛り＋100円）

定 番  かけそば・うどん ¥360   かけそば・うどん ¥360   かけそば・うどん ¥360   かけそば・うどん ¥360   かけそば・うどん ¥360  

 （麺大盛り＋100円）  （麺大盛り＋100円）  （麺大盛り＋100円）  （麺大盛り＋100円）  （麺大盛り＋100円）

 山菜／きつね ¥460   山菜／きつね ¥460   山菜／きつね ¥460   山菜／きつね ¥460   山菜／きつね ¥460  
 （麺大盛り＋100円）  （麺大盛り＋100円）  （麺大盛り＋100円）  （麺大盛り＋100円）  （麺大盛り＋100円）

 特選弁当 ¥590   特選弁当 ¥590   特選弁当 ¥590   特選弁当 ¥590   特選弁当 ¥590  
  （味噌汁付き）   （味噌汁付き）   （味噌汁付き）   （味噌汁付き）   （味噌汁付き）

（注）食材仕入れの都合により、メニューを変更させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

　　　SETA・スペシャルメニューは、料理・ライス・味噌汁の栄養価を表示しています。（セレクト小鉢は含みません）

サ イ ド メ ニ ュ ー

 SET

 スマート
ミール

 ごはん￥１００　、　いなりずし（１個）￥６０　、　おにぎり￥１００　、　味噌汁￥６０　、　天ぷら￥１００　、　単品小鉢￥８０

単品コロッケ￥１１０、　パスタサラダ￥１１０　、　サラダバー￥１１０　、　ミニカレー￥１２０

  ＿   ＿

  ＿   ＿  ＿

 ポテト焼き  ピリ辛そぼろあん  ざんぎ

日 替 わ り 弁 当

5月26日 (金)

 博多明太コロッケ  油淋鶏

 肉味噌冷奴  里芋田楽  蒸し鶏とごぼうのごまドレ和え  ほうれん草ともやしのお浸し  じゃが芋のそぼろ煮

メニュー種別 5月22日 (月) 5月23日 (火) 5月24日 (水) 5月25日 (木)

東京ダイヤビル ５号館食堂

今週のメニュー （５/２２～５/２６）
営業時間

平日11:00 ～ 14:00

Ａ

ＳＰ
北海道メニューフェアダイヤビルクリニック

おすすめ

５/２２（月）

抹茶パウンドケーキ

￥１５０

サービスデー

麺コーナーご利用

先着５５名様にいなり寿司をサービス！


