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食育ヴィレッジみーるマ～マ 2019.3月/4月

日本の美しい食文化を未来につたえる

http://mealvillage.jp

発行：食育ヴィレッジみーるマ～マ編集室　長野市穂保724-1 TEL.026-219-6694（代）

おひさまニュース

｜大人気 食育クッキング＆農園イベント情報もいっぱい｜

食育ヴィレッジ みーるマ～マ
長野市穂保 724-1　国道18号線アップルライン沿い【大型駐車場完備】普通車 40台 /大型バス 20台可
TEL.026-219-6694（代）  FAX.026-219-6606〈OPEN〉不定休 /AM 9:30～PM17:00

〈営業時間〉 
曜日によってことなります
http://mealvillage.jp
TEL 026-219-6693

レストラン

〈営業時間〉 9：30～17：00
TEL 026-219-6694

カフェ

〈営業時間〉 9：30～17：00
TEL 026-219-6694

ワークショップ

登録で

すぐ使える

10％OFF
クーポン

プレゼント
！

〈大募集！〉ミールケア関連の広告・広報誌・掲示物などに登場してくれる子どもモデルさん大募集中！

親子で

農業体験
も

できちゃ
う！ 春の訪れ。旬を味わう。
フレッシュ応援フェア！

カフェそよかぜから見えるみーる農園の田んぼに農園ス
タッフが作ってくれた立派な『やぐら（どんどや）』が出現！
ミールケアの達磨やソルガムの茎、稲わら、豆がらを組み立
てて作られたそうです！小雪の降る寒い中、２０人ほどが集
まり、農園スタッフにより点火。
無病息災を祈り、やぐらが燃え落ちた後は繭玉やマシュ

マロを焼き、みんなで食べて楽しみました！

１２月２８・２９日の２日間、白馬村に滞在している外国人を
対象にしたツアーで総勢22名の皆さんがみ～るんヴィレッ
ジにご来店！ビュッフェレストラン『みーるマ～マ』で信州の
郷土料理を楽しみ、その後は農園のイチゴを使ってロール
ケーキづくりを行いました。そんな皆さん、ヴィレッジから
“スノーモンキー”で有名な渋温泉へと出かけていきました！
長野の冬を楽しむお手伝いができて良かったです。

信州の１月行事である“どんど焼き”で無病息災を願い焼
いて食べる『繭玉づくり』を１月２０日に開催しました。５組の
ご家族が参加してくださり、赤、緑、黄など、とてもカラフルな
繭玉ができあがりました。木にさしてできあがりです。

2月3日にみーるマ～マ本店で節分にちなみ『豆まき』を開
催しました。良い子のみなさんの力を借りて無事鬼たちを成
敗できました！これで今年のみーるマ～マも安泰ですね！
参加された皆さんありがとうございました。

卒業・入学・お祝い返しなどにおすすめ！

菓子庵まつりやのメッセージどら焼き

026-219-6695TEL 026-219-6606FAX
E-mail wagashi@mealcare.co.jp

手描きの文字やイラストがそのままどら焼きになる！

ご注文方法 通常納期：お申込みより1週間
プリントしたいメッセージやイラストなど
のデータをEメールで送信いただくか店
舗にお持ちください。 ● 組み合せ自由！合計10個よりご注文承ります。賞味期限は製造日より常温3日間

あんこ あんばた

おひとつ 
各220円（税別）

み～るん
ヴィレッジ Topicsみ～るん
ヴィレッジ Topics

もうじき春ですね！みなさん冬を楽しみましたか？
み～るんヴィレッジでは寒い冬も元気良く様 な々イベントが開催されました！

｜み
んな！

春だよ
～｜

み～るんヴィレッジ店
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新メニュー紹介美味しい！みーるマ～マ本店
おひさまビュッフェレストラン

オススメ商品 pickup

春のフリッタータ 菜の花ソース添え
エネルギー：136㎉/100ｇ・アレルギー：卵・小麦

牛乳ごま豆腐
エネルギー：127㎉/100ｇ・アレルギー：乳・小麦

・菜の花の太巻き
エネルギー：112㎉/1つ・アレルギー：卵・小麦

菜の花となめこの黄身酢かけ
エネルギー：62㎉/100ｇ・アレルギー：卵・小麦

・菜の花のにぎり寿司
エネルギー：51㎉/１つ・アレルギー：なし

・ウドのにぎり寿司
エネルギー：55㎉/1つ・アレルギー：なし

春の訪れ旬を味わう！

さばコロッケ
エネルギー：152㎉/100ｇ・アレルギー：卵・乳・小麦

玄米と小松菜のハンバーグ
エネルギー：132㎉/100ｇ・アレルギー：卵・小麦

鶏もも肉の照り玉
エネルギー：222㎉/100ｇ・アレルギー：卵・小麦

卵・乳・小麦不使用!
グルテンフリーケーキミックス

ケーキミックス！
チン!するだけの

２つの味で
新登場！

味

「金芽米 」東洋ライス株式会社の登録商標です。
調理例は豆乳クリームを使用しています。

パッケージ袋の中に豆乳とサラダ油を入れて混ぜ、そのまま電子レンジで3分！ふわっふわ、もっちも
ちの「卵・乳・小麦不使用」のグルテンフリーケーキがお家で簡単に手作りできます！

店舗で
ご試食できます！

米粉（プレーン）
380円（税別）

ソルガム（ココア味） 
430円（税別）

スーパーフード「ソルガム」について

ソルガムの実はグルテンフリー（小麦たんぱくを含まな
い）、ポリフェノールやＧＡＢＡ（ギャバ）、ミネラルが豊富
な健康食材として注目されています。
また、平成25年より信州大学と長野市は共同でソルガムき
びの活用による新たな事業モデルの創出を目指し、ミール
ケアもこの研究推進活動に参加し、「もふんにょ・ソルガム
（ココア味）」の商品開発を行いました。
注目の健康食材を手軽に美味しくお召し上がりください。

【調理例】
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みーるマ～マショップ
食育＆健康促進 Shop

おかげさまでOPEN１周年！

ミールケアオリジナル

アレルギー・グルテン
対応商品のご紹介

国産野菜使用 ぱくパクシリーズ
化学調味料・着色料・香料不使用。食物アレルギー特定原材料等
27品目不使用（※ミートソースのみ鶏肉を使用）。

アレルギーフリー

ライスブレッドミックスシリーズ
卵・乳・小麦不使用！水・サラダ油・ドライイーストだけで、簡単
にもっちりしっとり“新食感”の手づくり米粉パンができる！
（プレーン・カボチャ・トマト）

グルテンフリー ライスホットケーキ
ミックス
卵・牛乳を使わず、パンケーキ・マフィン・
蒸しパンなど、もっちりしっとり〝新食感〟の
お菓子 がつくれるホットケーキミックス。

グルテンフリー

寒天のトップメーカー、伊那食品工業株式会社
の健康的な商品。

セレクト商品

小麦と金芽米の米粉をブレンドした、
乳・卵不使用のアレルギー対応食パン。

金芽食パン
乳・卵不使用

北海道産昆布と
国産椎茸のだしパック
化学調味料不使用、魚介類不使用、食物アレ
ルギー特定原材料等27品目不使用。植物性
の安心安全なだしパック。

アレルギーフリー

国産素材たっぷり！
ドレッシング＆ソース！
素材の旨味と食感が感じられる国産素材使用。
蒸し料理のつけダレや和えダレにもオススメ。

アレルギーフリー

玄米よりも食べやすいことに加え、
玄米と同等に栄養成分のある無洗米。

ロウカット玄米 
2.0㎏

金芽ごぱん
小麦の代わりに金芽米の米粉を使用した、
卵・乳・小麦不使用のグルテンフリーの
パン。

グルテンフリー 乳・卵不使用

卵・乳不使用のアレルギー対応パン。
野菜パウダーを使いカラフルで幼稚
園・保育園の給食でも大人気！

野菜パン
乳・卵不使用

給食で
使用！

プレーン

むらさきいも

かぼちゃ

とまと

ほうれん草

給食で
使用！

給食で
使用！

給食で
使用！

給食で
使用！

給食で
使用！

給食で
使用！

このマークはミールケアが受託している幼稚園・保育園・医療福祉施設の食事にも使用しています。給食で
使用！

米粉のロールケーキ
小麦粉の代わりに金芽米の米粉を使用。
こだわりの卵を使用したしっとり、もち
もちの米粉のロールケーキ。

グルテンフリー 1,500円（税別）~/本

390円（税別）/半斤300円（税別）/斤各種 60円（税別）/個

12入り 780円（税別） 150ml 450円（税別）

2,150円（税別）

1,300円（税別）

280円（税別）

各種 450円（税別）各種 350円（税別）

※上記商品の価格は店頭販売価格です。予告なく変更する場合もございますので予めご了承ください。2019 年 2 月末日現在。

みーるマ～マ

3.4月センタービュッフェ
＆

お楽しみイベント

春の歓送迎会
飲み放題プラン

90分
飲み放題

お食事料金+1,500円(税込)
( 生ビール･焼酎･グラスワイン･ハイボールなど ) ※他割引と併用不可

要ご予約
（3名様より）

〈みーるマ～マ本店の営業時間とお食事料金 （消費税別）〉

土・日・祝日
8 時～10時　　　 （入店 9時 30分まで）

11時～16時　　　 （入店 15時まで）

17時～21時 30分（入店 20時 30分まで）

1,600円
2,095円

800円ブランチ

ラ ン チ

ディナー

762円 381円
857円

500円

金曜日 1,600円 762円
2,095円

11時～16時　　　 （入店 15時まで）

17時～21時 30分（入店 20時 30分まで）

ラ ン チ

ディナー
381円

857円

月～木曜日 1,600円11時～17時　　　 （入店 16時まで）ラ ン チ 762円 381円
幼児4～5歳小学生大人営 業 時 間

毎週月曜日（祝日は翌日に振替）
シルバーデー月
65歳以上のお客様 1,200円（税別）
75歳以上のお客様 800円（税別）

ランチ 1,400 円（税別）
ディナー 1,714 円（税別）

毎週金曜日（祝日除く）
レディースデー金会員さま限定

サービスデー

み～るんヴィレッジ店の３月・４月 お楽しみイベント情報

春爛漫！ひなまつり
カーニバル

3月 3日～20日

マ～マのお惣菜を
1パック 500円（税込）で
お持ち帰りできます！
おかずやお子さまのおやつ、旦那様の
お酒のおつまみにビュッフェのお料理を
お持ち帰りできます。

スタッフまでお気軽にお申し付けください。

NEW

特製おひな様ちらし寿司登場！
雛あられをトッピングして、かわいい
「ひなまつり」パフェを作っちゃおう！

お花見
カクテルビュッフェ

スプリング
ジャズコンサート

4月 6日～21日

おなじみカクテルや、オリジナル
カクテルなど日替わりで登場。ノン
アルコールカクテルもご用意！

春の応援イベント開催

・ご入会日当日からサービス料金
　でご利用頂けます。
・入会の際には身分証をご提示く
　ださい。

マ～マの休日
ブランチビュッフェ

健康食ビュッフェ開催中！
土日・祝日はのんびりブランチ
をマ～マでお楽しみください。

土日・祝日午前8:00～10:00ブランチビュッフェ！

お食事料金のみでお聴きいただけます
出演「The wes」

ディナータイム限定
１ドリンクセット

お食事代+お好きなアルコール1杯
付きで2,500円（税込）のお得なセッ
トです♪

金・土日・祝日
17:00～21:30

〈とき〉4月 20日（土）
〈時間〉18:30～

お子様も楽しめる！

ミールケアの金芽米 
4.5㎏
長野県産コシヒカリ使用！栄養たっぷり。
健康志向の無洗米でその健康効果への
期待は、様々な業界で注目されています。

金芽米

マ～マのディナーコンサート
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新メニュー紹介美味しい！
オススメ商品pickupみーるマ～マショップ

カフェそよかぜ

金芽の餅米食パン

●エネルギー：1,242kcal/1斤
●アレルギー：小麦 ¥330（税別）

ふわふわの柔らか金芽食パンに餅
米粉をブレンドした、もちもち触感
の期間限定食パンです。

春サクラロール
米粉のロールケーキ

米粉のロールケーキ

●エネルギー：448kcal/1個　●アレルギー：卵・乳

桜風味の生地に桜クリーム、自家製
桜餡を入れました。

南瓜、人参、青梗菜、オニオ
ン、胡桃を練り込んだ生地
にスパイシーなオリジナ
ルカレーをたっぷり包ん
で焼き上げました。

10名様以上のご予約で
そよかぜのスペースを貸し切りできます

北海道産マスカルポーネ
を使用し、中には宇治抹茶
のシロップをたっぷり染
み込ませ大納言を散りば
めました！

ふわふわの柔らか金芽食パンに桜
の花の塩漬けを練りこんだ、ほんの
り春香る期間限定食パンです。

春薫食パン

●エネルギー：1,137kcal/1斤
●アレルギー：小麦 ¥330（税別）

カレー野菜パン

●エネルギー：221kcal/1個
●アレルギー：小麦・乳・卵 ¥200（税別） 単品¥400（税別）

※調理例 ※イメージ

※写真はイメージです。　※「金芽」は東洋ライス株式会社の登録して商標です。

¥380（税別）カット ハーフ ¥900（税別） ¥1,700（税別）１本

ギュー 茶 Chaロール

●エネルギー：436kcal/1個　●アレルギー：卵・乳

宇治抹茶を使用した生地に八女産
のほうじ茶使用のクリームと自家
製求肥を入れました。

¥380（税別）カット ハーフ ¥900（税別） ¥1,700（税別）１本

抹茶のティラミス
オススメ

米粉ロールブリュレ
米粉のロールケーキをブリュレ風に

仕上げました。

米粉ロールのモチモチ感とカラメル

のパリパリ感、バニラアイスの冷んや

りが良い相性です。

下にはアングレーズ（卵と牛乳と砂糖

のカスタードソース）を引きました。

小麦を除去したグルテンフリーのデ

ザートです。

コーヒーS or 紅茶のセット

スタッフ
イチオシ

小麦粉不使用
グルテンフリーのデザート ディナーにそよかぜ貸切できます

〈貸切席料 1,000円/1団体〉
〈貸切時間 18:00～21:30〉
※貸切時間内はご自由にお使いいただけます

詳しくは
スタッフまで！

¥600（税別）

食育クッキング＆
農園イベント

家族で
学ぼう！

｜学びがいっぱい！｜み～るんヴィレッジの体験教室ご案内

すべてのご予約はこちら！

℡ 026-219-6694（クボタ）

@llc0088c

キッズケーキラボ
パティシエさんとつくる！

雛祭りの
三色ケーキづくり
3月3日日
2,000円（税込）/1人
エプロン・三角巾

日にち

時  間

参加費

持ち物

※12時終了予定10:30～

キッズパンラボ
パン職人さんとつくる！

旬の苺を使った
フルーツサンドづくり

4月6日土
1,500円（税込）/1人
エプロン・三角巾

日にち

時  間

参加費

持ち物

※12時終了予定10:30～

キッズ和菓子ラボ
和菓子職人さんとつくる！

季節の和菓子を味わう
桜もちづくり
4月13日土
1,500円（税込）/1人
エプロン・三角巾

日にち

時  間

参加費

持ち物

※12時終了予定10:30～

キッズパンラボ
パン職人さんとつくる！

桜餡でつくる
キャラクターあんパンづくり

4月21日日
1,500円（税込）/1人
エプロン・三角巾

日にち

時  間

参加費

持ち物

※12時終了予定10:30～

親子で農業体験
みーる農園でじゃがいもを植えよう！

じゃがいも植え付け体験

4月14日・21日・28日・29月
1,000円（税込）/親子1組
汚れてもいい服装、軍手、長靴
み～るんヴィレッジで使える
20%割引券プレゼント

日にち

時  間

参加費

服  装

備考

①10:30～　②14:00～

キッズパンラボ
パン職人さんとつくる！

雛祭りのお内裏様と
お雛様づくり
3月10日日
1,500円（税込）/1人
エプロン・三角巾

日にち

時  間

参加費

持ち物

※12時終了予定10:30～

キッズ和菓子ラボ
和菓子職人さんとつくる！

春の
お花見団子づくり
3月24日日
1,500円（税込）/1人
エプロン・三角巾

日にち

時  間

参加費

持ち物

※12時終了予定10:30～

3 月のイベン
ト

4月のイベン
ト

全イベントの申込みは前日16：00までにお願いいたします。

でのお申込みできます！

お電話でのお申し込みはこちら！

農園体験＆キッズラボ
ポイントカード会員さん募集中！

お得な
割引特典
あります

年会費・入会金なし！年齢不問でどなたでもお申込みできます

毎回たくさんの方々にご参加いただいています！


