
令和元年度 「ふくい健幸美食」認証メニュー・店舗一覧

〔社員食堂〕
R元.11～

認証の種類 店舗名 所在地 認証のメニュー名
健康づくりの取組 または

メニューのセールスポイント
認証メ

ニュー数
店舗数

社員食堂 （株）秋吉グループ本部 福井市下河北町5-30 ふくい健幸美食味噌汁
事務所では毎朝、体幹体操を実施。工場内
では、健康プラザの推奨の“ながら体操”を
取り組んでいます。

1 1

社員食堂
（一財）新田塚医療福祉センター
福井総合病院

福井市江上町58-16-1

①カレーとチーズのヘルシーフライランチ
②プリプリ海老のマヨネーズホイル焼きランチ
③ヘルシー若鳥揚げ煮ランチ
④鶏肉と野菜たっぷり味噌炒めランチ
⑤赤魚のさっぱりマリネランチ
⑥たっぷり野菜のごまみそ和えランチ
⑦野菜たっぷり具沢山味噌汁

当院では、階段昇降を利用した「３UP４
DOWN運動」をすすめ体力づくりに取り組ん
でいます。職員食堂では鰹と昆布でだしをと
り、美味しい料理作りと野菜たっぷりの健康
を意識した昼食の提供を心がけています。

7 1

社員食堂 県庁食堂
福井市大手3-17-1
福井県庁1階

1

社員食堂 自治会館食堂
福井市西開発4-202-1
自治会館内

1

社員食堂 日東シンコー（株） 坂井市丸岡町舟寄110-1-1 野菜たくさん定食

‘健康なカラダは毎日のバランスのとれた食
事から’をモットーに、食堂では野菜を多く
使ったメニューを提供し、従業員の心身の
健康増進に心がけております。

5 1

社員食堂 キョーセー（株） 越前市妙法寺町29-2 根菜具沢山味噌汁

機械熱で暑い職場なので、お味噌汁と休憩
室のスポーツドリンクで熱中症を予防してい
ます。具沢山の味噌汁は、一人暮らしの方
の野菜不足の解消にも役立っています。

1 1

社員食堂 つみきハウス 小浜市後瀬町13-1-11 具だくさんみそ汁
利用者の健康を考え栄養バランスを配慮し
て、安心、安全で楽しく食事ができるように
努力しています。

1 1

社員食堂
（受託者）

（株）さくら
　福井県立病院
　福井赤十字病院
　（株）福井新聞社

福井市米松1-14-11

玉ねぎたっぷりのハンバーグに舞茸とトマト
ソースをかけて包むことで舞茸の香りが閉
じ込められた風味豊かなハンバーグです。
和え物には福井のうち豆を使い懐かしい味
と食感にしました。福井を感じることができ
るメニューになっています。

2 ―

社員食堂 福井県立病院（㈱さくら） 福井市四ツ井2-8-1

レストランさくらには、サラダバーを開設した
り、ごはんは玄米を使用する等、職員の健
康向上に繋がるメニューを提案していただ
いています。今回の応募は、低カロリーで
塩分の使用を最低限にしたメニューです。

― 1

社員食堂 福井赤十字病院（㈱さくら） 福井市月見2-4-1

当院では、職員の利便性も考慮して、院内
に職員食堂を設置しています。特に、お勧
めの「サラダバー」は野菜やお惣菜が豊富
で、バランスを考えながら食事ができ、職員
の健康管理に役立っています。

― 1

社員食堂 （株）福井新聞社（㈱さくら） 福井市大和田2-801

どうしても不足しがちな野菜をしっかり食べ
てもらうために弊社のサラダバーは惣菜も
含めて種類も豊富です。カロリー表示も行っ
ていますので自己の体調を考えながら食事
ができ、社員の健康に対する意識も向上し
ています。

― 1

社員食堂
（受託者）

日本ミール（株）
　FBC福井放送
　福井県警察本部機動隊

福井市問屋町2-118
①みなぎるランチ
②旨みそ汁

①毎日のお食事の日替わりランチ。だから
こそ、栄養と野菜と福井の味とおいしさが
“みなぎる”ってうれしい！！
②一杯のお味噌汁で沢山のお野菜が摂れ
るっていいですよね。そんなお味噌汁を毎
日のランチのお供にしました。

9 ―

社員食堂 FBC福井放送 （日本ミール㈱） 福井市大和田2-510 みなぎるランチ ― 1

社員食堂 福井県警察本部機動隊（日本ミール㈱） 福井市荒木新保町3-12 旨みそ汁 ― 1

社員食堂
（受託者）

(株）ユアーズホテルフクイ
　（株）福井銀行　センタービル
　　　　　　   　　    事務センター新館
　　　　　　　　　　　 事務センター旧館

福井市中央1-4-8
メインの鯖に地からしと酢味噌を使ったソー
スで野菜を中心とした定食。

1 ―

社員食堂
（株）福井銀行　センタービル
（㈱ユアーズホテルフクイ）

福井市順化1丁目3-3 ― 1

社員食堂
（株）福井銀行　事務センター新館
（㈱ユアーズホテルフクイ）

福井市今市町66-7-1 ― 1

社員食堂
（株）福井銀行　事務センター旧館
（㈱ユアーズホテルフクイ）

福井市今市町66 ― 1

社員食堂 福井県済生会病院 福井市舟橋7-1 鯖のカレー煮と豚しゃぶサラダ定食
体を動かすことも多い医療機関で、働く職員
の健康を重視したバランスメニュー

2 1

5

（FBC）水曜日を「ノー残業デー」にして、定
時の帰宅を呼び掛けています。また食堂に
は、ごはん１膳分のカロリーのほか、デスク
ワークや立ち仕事での消費カロリーを表示
して、摂取カロリー超にならないよう注意喚
起をしています。

ふくい健幸ランチ

①ハンバーグと福井県産きのこの包み焼
②福井県産コシヒカリと昇竜舞茸のかき揚げ
丼定食

週に１度。「早帰り日（定時退社日）」を設定
し、ワークライフバランスの推進を行ってお
り、心身リフレッシュにより、職員の健康維
持・増進を図り、活力のある職場づくりに取
り組んでいます。

ふくい健幸美食定食

県産食材を使用し、手づくりにこだわったメ
ニューを日替わりでご提供します。ぜひお越
しください。
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社員食堂
（受託者）

エームサービス（株）
　パナソニック（株）AIS社DS事業部 森田工場
　信越化学工業（株）武生工場事業所
　（株）福井村田製作所　武生事業所
　（株）福井村田製作所 宮崎工場

越前町小曽原108-100
一日に必要な野菜350ｇが一食でとれるセッ
トメニューです。

5 ―

社員食堂
パナソニック（株）AIS社
デバイスソリューション事業部　森田工場
（エームサービス㈱）

福井市定正町401

健康づくりの取り組みについて、高血圧・糖
尿病対策を主眼に置いた健康メニューの展
開ならび、啓蒙活動
①健診前には減量を目的としたバランスの
良い食事の提供
②全国労働衛生週間には身体にも歯にも
よいメニューとしてベジタブルファーストで野
菜が摂取でき、減塩の工夫、噛む回数が増
える工夫のメニューの提供

― 1

社員食堂
信越化学工業（株）武生工場事業所
（エームサービス㈱）

越前市北府2-1-5

おいしいものは、体にとっておいしいもの。
空腹を満たす為だけの食事ではなく、食事
をおいしく食べて健康になって欲しいという
願いを込めたメニューです。

― 1

社員食堂
（株）福井村田製作所　武生事業所
（エームサービス㈱）

越前市岡本町13-1 ― 1

社員食堂
（株）福井村田製作所　宮崎工場
（エームサービス㈱）

越前町小曽原108-100 ― 1

社員食堂
（受託者）

スバル食品（株）
　（株）金津村田製作所
　（株）UACJ福井製造所
  福井県立大学 松岡キャンパス

福井市森行町24-1

福井県が消費量日本一の厚揚げを主菜に
したメニューや味噌汁に打ち豆を使用したメ
ニューで福井県らしさを取り入れました。
たっぷりの野菜でボリューミーかつヘルシー
な定食にしました。

8 ―

学生食堂
福井県立大学 松岡キャンパス
（スバル食品㈱）

永平寺町松岡兼定島4-1-1 ― ― 1

社員食堂
（株）金津村田製作所
（スバル食品㈱）

あわら市花乃杜2-10-28

社員の健康づくりとして、運動に関しては、
有所見率減少や転倒などによる労災を防
止するための講座の開催、食事に関して
は、健康応援ランチの提供などの取り組み
を行っています。

― 1

社員食堂
（株）UACJ福井製造所
（スバル食品㈱）

坂井市三国町黒目21-1

健康づくりとしては、管理栄養士・運動指導
士・臨床心理士を講師とした健康教室の開
催。職員食堂では、栄養表示・ヘルスメ
ニュー・健康米（麦ごはん・マンナンごはん・
玄米）を取り入れております。

― 1

社員食堂 株式会社シャルマン 鯖江市川去町6-1

本社、工場の2か所の社員食堂では、毎月
の献立表にカロリーや塩分量を表示してい
ます。
また、県内産の食材を使用した低塩分で野
菜たっぷりのヘルシーメニューも用意、従業
員の食事からの健康維持を支援していま
す。

― 1

社員食堂
（受託者）

（有）浪慢館
　ＫＢセーレン（株）北陸合繊工場

鯖江市寺中町21-13-1
地元の食材を使用し、健康を考えたランチ
です。

1 ―

社員食堂
ＫＢセーレン（株）北陸合繊工場
（（有）浪慢館）

鯖江市下河端町6-1-1

週１回を「ふくい健幸美食ランチ」として、私
達の食堂メニューに加えることにしました。
従業員の健康の為、バランスのよい食事を
提供し、健康づくりに役立てます。

― 1

社員食堂
（受託者）

（有）大八
　アイシン・エィ・ダブリュ工業（株）

越前市妙法寺町13-4-1
地元の卵とカロリー少なめで蛋白質の多い
鶏ささ身を用いたピカタと、野菜たっぷりの
健康を考えた定食です。

1 ―

社員食堂
アイシン・エィ・ダブリュ工業（株）
（（有）大八）

越前市池ノ上町38
メニューについてのカロリー、塩分等の表示
を依頼し、提示しております。

― 1

学生食堂
（受託者）

シダックスコントラクトサービス㈱
豚肉に含まれる必須アミノ酸が摂れる疲労
回復メニューです。学外の方も利用できま
す。

1 ―

学生食堂 敦賀市立看護大学 敦賀市木崎78-2-1 ― ― 1

社員食堂
（受託者）

（株）えがみ
　関西電力（株）大飯発電所協力事務所
　　　　　　　　　　大飯発電所第2事務所
　　　　　　　　　　高浜発電所協力事務所

高浜町事代1-57
高浜の旬のあじを満喫いただける定食で
す。高浜で採れた食材を使用しています。

1 ―

社員食堂
関西電力（株）大飯発電所 協力会社事務所
（㈱えがみ）

おおい町大島1-1 ― 1

社員食堂
関西電力（株）大飯発電所 第2事務所
（㈱えがみ）

おおい町大島1-1 ― 1

社員食堂
関西電力（株） 高浜発電所 協力事務所
（㈱えがみ）

高浜町田ノ浦1-1 ― 1

学生食堂
（受託者）

（有）タカノ
　福井県立大学　小浜キャンパス

小浜市学園町1-1 1 ―

学生食堂
福井県立大学 小浜キャンパス
（（有）タカノ）

小浜市学園町1-1 ― 1

①焼き厚揚げきのこあんかけ弁当
②豚肉のねぎ塩焼き弁当
③白身カレイの青のりフライ弁当
④焼き鯖ちらし寿司弁当
⑤ゴロゴロ根菜カレーピラフ温玉添え
⑥厚揚げの油淋鶏風定食
⑦きのこたっぷりオムライスランチ
⑧カラフル豚丼定食

豚肉の生姜焼き

地産地消の食材を豊富に使い、１食で野菜
が350g以上とれるようなメニューを数多くご
提供しています。ご飯は福井県産大麦や赤
米を使った雑穀ごはんも選べます。

みのり定食

ささみのピカタ

野菜たっぷり彩りメニュー

ふくい健幸美食ランチ

―

①肉団子と野菜の甘酢炒めセット
②鯖の野菜たっぷり甘酢あんセット
③豚肉の生姜炒めセット
④五目野菜の彩り麻婆豆腐
⑤1日分の野菜！ビビンバセット

食事面からのサポートのみならず、会社敷
地内にあるスポーツセンターでは、アリーナ
でスポーツをしたり、フィットネスジムで筋力
トレーニングをすることができ、オフタイムで
の健康づくりに一役買っています。


