
＜２０１７年度　幼稚園：お弁当配達システムアンケート集計＞
【質問１】

お子さまの現在の学年をお教え願います

【質問２】 年少 年中 年長

現在、お弁当配達システムを利用されていますか？ ・おにぎり弁当のみ利用

【質問３】 年少 年中 年長

利用頻度はどれくらいでしょうか？ ・３～４ヶ月に一回 ・月２～３回

・一度のみ利用したことがあります。 ・３～４ヶ月に１回

【質問４】 年少 年中 年長

お味はいかがでしょうか？ ・おにぎり弁当のみ満足

・子供はおいしかった！と言っていました。

・辛かった、との感想が多いので少しお味が濃いのかなと思いまし
た。

【質問５】 年少 年中 年長

ボリュームはいかがでしょうか？ ・年少の女の子には少し多いかなと思いました。

【質問６】 年少 年中 年長

金額について
・２００～３００円位だともう少し頻度を増やしたいですが二人分なの
でどうしても考えてしまいます。

・子供用のお弁当にしては、金額が高いと思う。

年少 年中 年長

【質問８】 ・今後もメニューが増えることを期待しております。
・カツ、オムライス、ハンバーグなどベーシックなもので、副菜もベー
シックな子供が幼少期に

メニュー内容につきまして ・鮭おにぎり、とり五目などあると嬉しいです。 食べてほしい和食メニュー中心にしていただきたいです。

例ごまあえ、ヒジキ等 ヤングコーンやパプリカはあまりそぐわないと
思います。

・定番メニュー＋日替わり的なお弁当があってもいいかと。もう少しレ
パートリーを増やしてほしい。

焼き魚、おひたし、里芋の煮物など和風の定番がほしいです。

【質問１０】 年少 年中 年長

・アレルギー等の心配あり ・利用したいと思う時間が、締切後が多いため
・子供が手作りお弁当を希望しているため、まだ配達システムを利用
できずにおります。

・量が少し多い感じがしました。第一子なので食べれるか不安もあり
利用していませんでしたが、年中になれば利用させていただきたい
と思います。

・まだ幼稚園なのでいつもの家の味が食べやすいかと思い作ってま
す。小学生になったら利用することもあるかと思います。

・小サイズでも量が多い。本人が時間内に食べきれないかもしれな
いと心配して嫌がる。また、

・オムライスが無くなったため
・（２件）まだ多く食べないため、少し量が多すぎる。食べきれないと
思うため。

食べたことのある子から美味しくないと聞きます。

・今のところ、母親の手作り弁当がいいと言うからです。 ・アレルギーがあるため、食べれないものが多い ・オムライスが無くなったため。

・年少なので、まだ全て食べきれるのか不安です。量・種類共に食べ
れるものが限られているようです。

・子供が食べたくないと言うから
・子供が嫌がるから。もう少し少量のお弁当があれば利用したいと思
います。

・年少には、少し量が多い気がして。 ・食品添加物が多かったため
・野菜が嫌いなため、今のお弁当だと食べれるものがないため。もし
くは嫌いなものが乗っているため。

・小学校に姉がおり利用したことがあるのですが４歳には少し多く残
したらもったいないと思って。

・自分の親が幼稚園から毎日ずっとお弁当を作り続けてくれたことに
感謝しており、わが子達にも

・産地が不明で安心できない（米・肉の産地記載をしてほしい）添加
物アレルギーがあるため利用不可。

できるだけ作ってあげたいから。今後、体調不良などでどうしても無
理なときは利用したい。

・原材料・産地の開示は不可能とのことだったので利用していませ
ん。

もし今後知らせて頂けるようになれば利用したいです。

年少 年中 年長

【その他】
・ハロウィン弁当や、ミルフィーユ弁当が好評でした。月に一度特別
な弁当があると、親子で嬉しいものですね。私は美味しく頂きました
が運動会のとんかつサンドに卵が入っており子供には不評でした。

・当日朝の注文にも対応して頂けると助かります。 ・当日の朝でも注文できると助かります。（朝７～８時頃）

・無添加や素材、産地等にこだわっていただけると利用者も増えるか
と思います。

・締切時間をもう少し遅くして頂けるとありがたいです。

・丼弁当のロコモコが気になっています。今日家に帰って初めてみん
な食べているので食べてみたいと言いました。今までは嫌がってい
たのに、美味しそうに見えたようです。前より色々食べるようになった
ので早速頼んでみたいと思っています。

・友人からコンビニ弁当みたいと聞き、あまり利用したいとは思わな
いがやむをえないときは利用しようと思っています。できれば給食の
ような温かみのある手作り感のある弁当にしてほしいです。

・体調不良などの緊急時に利用したいので、注文締切の時間を当日
の朝6時や７時くらいまで

・運動会のお弁当は、親のみ利用しています。値段が高くてもいいの
で高級・上質な和風弁当を

・試食させて頂きましたが、美味しく頂きました。お友達が食べてるの
を見て自分もと言い出したらぜひ利用したいと思います。

受け付けてくださるとありがたいです。 作ってほしいです。

・子供がもう少し大きくなったら利用させていただきます。
・おにぎりの数を減らしてくださると幼稚園で注文しやすいです。あ
と、お弁当小とおにぎりとセットで注文しやすくなります。量の調整が
楽です（小１にご兄弟あり）

・年少、年中、年長と量も違うので難しいとは思いますがご飯の量な
どで調整できるといいと思います。

・丼弁当のロコモコが気になっています。まだ年少なので残すかもし
れませんがメニューとしては好きなので兄と一緒に頼んでみたいと
思っています。

・いつもお世話になっております。現在は利用しておりませんが、今
後は出張時など利用できると



とても助かります。また私が病気のときもお弁当配達システムがある
ととても安心です。

＜２０１７年度　小学校1～3年生：お弁当配達システムアンケート集計＞

【質問１】

お子さまの現在の学年をお教え願います

【質問２】 1年 2年 3年

現在、お弁当配達システムを利用されていますか？
・娘が苦手な野菜も全て食べなければいけないので注文させて
くれません。（トマト×）

・毎日利用させていただいております。ロコモコ・チーズハン
バーグ・から揚げがお気に入りだそうです。

・運動会の時に利用し、美味しく頂きました。

・一度、利用しました。

・大変便利に使わせて頂いてます。助かっています。

【質問３】 1年 2年 3年

利用頻度はどれくらいでしょうか？ ・4ヶ月に一度 ・月一回くらい ・（２件）月1回

・数か月に一回程度 ・一学期に一回くらい ・月２～３回

・（２件）月２～３回 ・月２～３回

・（３件）月１～２回

・１学期に一回程度

・普段は週一回、仕事の忙しいときは週2回

・２～３週間に一回程度

【質問４】 1年 2年 3年

お味はいかがでしょうか？ ・からあげ弁当がとても気に入った様です。 ・子供の好き嫌いがあり食べられないものが多いようです。

・子供が美味しいというものと、美味しくないというものがあ
る。

・美味しそうなメニューが少ない為

・子供の口に合う時と合わない時があるようです。

・おにぎり弁当しか頼んでいませんが、美味しいそうです。

【質問５】 1年 2年 3年

ボリュームはいかがでしょうか？
・小１には少し多めみたいですが、頑張って食べきれる量との
ことです。

・小サイズで丁度良い

【質問６】 1年 2年 3年

金額について ・量の割には少し高い気がします。 ・子供用のお弁当にしては、金額が高いと思う。
・そのままの金額で良いので、ボリュームを多くして頂けると
嬉しいです。

【質問８】 1年 2年 3年

メニュー内容につきまして
・和食、野菜、魚を充実させてほしい。原材料や産地、生産
者、農薬などの情報を提供してください。

・毎回デザートが入っていると嬉しい
・おにぎり弁当について。以前のようにおにぎり２個に少しの
おかずがありがたいです。幼稚園児には

・ドッグランチ（ロールパン）は不評で、ロールパンを出して
くださるなら自分でサンドイッチを作れるセット風にしてくだ
さると、子供たちも楽しく、美味しく食べられるかも？

・温かいお弁当を一年を通して充実させてほしい
もちろんのこと、小３にも多くて食べきれません。以前のおに
ぎり２個とおかずだと、

・もっとお野菜のおかずをちゃんと入れてほしいです。 ・ハンバーグが冷たくて硬いので頼めない 常に注文できるのになあと保護者達で話すことしばしばです。

・パンメニューを充実させてほしい。 ・デザートを増やしてほしい。 ・マヨネーズを使ったメニューを減らしてほしい。

・もっと薄味にして上品にしてほしい。産地を表示してほし
い。

・しゃけ弁当が欲しい
・家で作るとなかなか魚を入れられないので、魚メニューを増
やしてほしい。

・天ぷら弁当がとても美味しかったとの事です。丼もののメ
ニューを充実させてほしいです（食べ易い為）

・ピザ（パン）が食べたい
・野菜メニューのバリエーション、使用する野菜のレパート
リーを増やしてほしい。

・少し冷たかったようですが、いろんなメニューがあり良いと
思いました。

・いつもパプリカが入っているのでやめてほしい 　（普段あまり家庭で買わない野菜にも触れさせたい）

あともう少し甘めの味付けが子供が喜びます。
・おにぎりは俵ごはんだけでなく、具の入ったおにぎりもお願
いしたい

・おかずパン、サンドウィッチなどのメニューも欲しい。

・冬場は保温できる容器だとありがたいです。 ・にんじんの味付けが甘い
・時々使う分には良いが、メニューがワンパターンで続くと飽
きてしまいそう

・一日で和風・洋風どちらか選べるとありがたいです。お願い
したい時に嫌いなメニューだと嫌がるので。

・カレーやチャーハン、グラタンなどの温かいメニューがある
と良い

・和食（お魚）弁当を充実させてほしい　例・焼き魚、煮魚、
ムニエル、おでん

・たまにしか利用しませんが、子供はとても楽しみにしていま
す。

・ギョーザが食べたいそうです。 ・丼物はオーソドックスな親子丼や牛丼もあれば嬉しい

サイズが小だと足りないけど、大だと多いようなのでサイズを
増やしていただけるとありがたいです。

・２種類くらいからお弁当を選択することができれば嬉しいで
す。

・おにぎりは２個入りも欲しい



・デザートがあると嬉しいとのことです。 ・おにぎりの具を変えて頂ければ嬉しいです。
・おにぎり弁当の内容を充実させてほしいです。例：からあ
げ、ハンバーグ、ウインナー、卵焼きなど

・カレーライス弁当などあると嬉しいです。 子供が好きなおかずを少しづつで良いので色々と詰め合わせる

・もう少し野菜を食べやすいよう工夫していただければ嬉しい
です。最近は残しているようなので。

・洋風弁当を充実させてほしい。

・メニューの種類を増やしてほしい。 ・もう少し薄味で上品にしてほしい。

・バリエーションが少なすぎる（全体的に繰り返しばかり） ・産地を表示してほしい。

・和風弁当が少ない、魚が少ない。（焼き魚・フライなど）

・パスタが多すぎる、丼弁当がいつも同じ

・丼弁当ができたことがとても嬉しい。オムライスや焼き
ギョーザも欲しいとのこと

・洋風、和風ともう少しメニューを増やしてほしい。

・具なしおにぎり、鮭おにぎりを入れてほしいです。

【質問１０】 1年 2年 3年

・まだ低学年なのでこれから学年が上がりまた利用する機会が
増えると思います。

・自分の親が幼稚園から毎日ずっとお弁当を作り続けてくれた
ことに感謝しており、わが子達にも

・子供が嫌がるので

・私の体調が悪くてお弁当が作れない場合に利用したいと思い
ます。

できるだけ作ってあげたいから。今後、体調不良などでどうし
ても無理なときは利用したい。

・子供が好き嫌いが多く配達弁当だと残してしまうことが多い
ので、

・もう少しお弁当を温かい状態で配達して頂けると食べやすく
なり、利用するかと思います。

・子供の好き嫌いが多く、量が多い為（少食です）
手作りのお弁当を基本的には持たせています。食べれそうなメ
ニューの日は頼もうと思います。

・栄養面や産地、添加物が気になるため。安心・安全でない限
り利用はしないと思います。

・少食なので、食べきれるか不安。苦手だったり時間がかかる
食材が一部に入っているだけで自信がない

・内容と値段が合っていない。好き嫌いがあるため。

・ハンバーグは好きだけどチーズがのってるので嫌だ。との理
由等で利用しておりません。

・（２件）子供の好き嫌いがはっきりしておりお弁当を食べ残
す可能性が高かったため

・サンプルを見たときにあんまり美味しそうでなかったから。

チーズなどのトッピングは自由に各自で出来るようにして頂け
ると利用いたします。

・最近好き嫌いが少しマシになってきたので週一回注文できれ
ばと思っています。

・好き嫌いが多く、子供が注文を望まないため

・今のところ、母親の手作り弁当がいいと申しますので利用し
ていません。

・好き嫌いがあるため。

・アレルギーがあるため、食べられないものが多いため
・原材料、産地を大まかにでも表示頂けるようになると是非利
用したいと思います。

・アレルギー表示が欲しい ・子供が泣いて食べたくないと言うから利用していません。

・運動会の時に利用しました。お味も美味しかったのでまた利
用したいと思います。

・直前まで予定がわからない。子供が、家の弁当が良いと言う
ので。

今現在利用してない理由は、子供が小食のため本人が量が多い
とのことです。

・サンドウィッチ等、パン給食があればいいなあと思います。

・主人、姉にも弁当を持たせているので、あまり利用する機会
がありません。

・（２件）本人の希望により。

・子供が好きなおかずがなかなかない為、おにぎりのみ等シン
プルなメニューは助かります。

・おかずのみ利用可能や、前日の夜いっぱいまで申し込み可能
になると利用したいです。

・産地を明確に表示してほしい。

・子供があまり利用したがらない為

【その他】 1年 2年 3年

・サンドウィッチ等のメニューがあればお願いするかと思いま
す。

・体調不良などの緊急時に利用したいので、注文締切の時間を
当日の朝6時や７時くらいまで

・いつもバランスのとれたお弁当助かっております。イベント
時のお弁当は喜んで帰ってきます。

・サラダ・野菜を別の容器にしてほしい。いるかいらないかも
聞いて頂けると嬉しいです。

受け付けてくださるとありがたいです。
これからもよろしくお願いします。（子供より：いつも美味し
いお弁当ありがとうございます。）

・以前は何度か利用しましたが、量が多く食べ終わるのが遅く
なり、注文を辞めました。

・もう少し味を美味しくしてほしい。
・おにぎり弁当だけ、配送日当日の朝まで注文出来たら体調悪
いときなど嬉しいです。

・子供の感想と日々の配信メニューをお見受けしていると、大
人向けの内容に感じております。

・数量限定、もしくは割増料金でもいいので当日朝も注文する
ことが出来れば助かります

・申込がスマホから簡単に、また遅い時間までできとても助
かっています。確認のメールがくるのも

低学年と高学年とで内容も変えて頂けると利用しやすくなると
思います。

安心感があり良いと思います。一度隣のクラスの場所に置いて
あって、

・量が多いと聞いたので子供がもう少し大きくなったら利用し
てみたいと思います。

迷って違うサイズを食べてしまったことがあったらしく名前が
入ればわかりやすいなと思いました。

システムとしてはありがたいので続いていくことを希望しま
す。

・締切時間をもう少し遅くして頂けるとありがたいです。 ・朝まで予約できると助かります。（体調が悪い時に）

・お値段が高くても無添加、産地の表記などが明確であると良
いなと思います。

・体調不良などの緊急時に利用したいので、注文締切の時間を
当日の朝6時や７時くらいまで

・たぶん最近は人気のあるおかずに絞られていると思うので、
新メニューを増やしていただけると嬉しいです。

・当日の朝7時までの注文可にしてほしい。前日まで大丈夫で
も母親の急な体調不良もありうる。

受け付けてくださるとありがたいです。 ・朝に注文できるようになると助かります。

そのような時にこそケータリングを利用したいので。
・おにぎりの数を減らしてくださると幼稚園で注文しやすいで
す。あと、お弁当小とおにぎりとセットで注文しやすくなりま
す。量の調整が楽です（小１にご兄弟あり）

・パンや麺類のメニューがあれば頼んでみたいなと思います。

・子供が間違えて他の子のお弁当を食べてしまうことがある。
・他の子のお弁当を間違えて食べてしまうことがある。アレル
ギーもあるので、各々に名前を書いてほしい。

アレルギー等の問題があるので、お弁当ひとつひとつに名前を
貼ってほしい。

・ずいぶんと楽になって頼みやすいシステムだと思います。機
会があれば頼んでみたいです。

・週or月に何回か注文すると少し料金がお安くなるとか、ポイ
ントとかあれば子供も大人も楽しく

・親が急な病気等でお弁当が作れない時、届けてくださるこの
システムはとても心強くありがたいです。

利用できるかと思います。
・当日の朝、パンなど簡単なメニューが選べたら緊急時助かり
ます。

・これからも宜しくお願いいたします。

・週２～３回利用しています。働いているのでとても助かって
います。

値段が上がってもいいので、メニューを増やしていただきたい
です。



・注文の締切が可能であるならおにぎり弁当だけでも２２時頃
になると助かります。

仕事で２０時過ぎに「明日頼みたい」となることが多々ありま
す。勝手な注文でお許しください。

・運動会のお弁当は祖父母世代にも好評でしたので来年も利用
したいと思っています。

・頼む時間をもう少し遅い時間までしていただけたら嬉しいで
す。

＜２０１７年度　小学校4～6年生：お弁当配達システムアンケート集計＞

【質問１】

お子さまの現在の学年をお教え願います

【質問２】 4年 5年 6年

現在、お弁当配達システムを利用されていますか？ ・運動会の時だけ利用している。 ・時々、利用している ・以前利用していた。

【質問３】 4年 5年 6年

利用頻度はどれくらいでしょうか？ ・（２件）月１回くらい ・（２件）月１回 ・月２回

・（２件）月１～２回程度 ・たまに注文 ・数か月に一回程利用させて頂いてます。

・一学期に３～５回
・本当はもっと利用したいのですが、子供がお弁当の味が変
わったと嫌がるので、週一位になりました。

・一学期で５回程度 ・月１～２回

・月に２～３回　高学年の兄が量が少なく注文しないでほしい
と言うので、

・２ヶ月に一回くらい

必然的に４年の妹も注文していない。 ・親の体調等の都合により、1ヶ月に一回程度

【質問４】 4年 5年 6年

お味はいかがでしょうか？
・本来は、もっと活用したいがご飯の量が少ないと楽しみがな
いとのことで、

・パスタ弁当は美味しくないそうです。 ・子供が大変美味しいと言っております。

本当に何かある時位しか注文していない。

【質問５】 4年 5年 6年

ボリュームはいかがでしょうか？ ・たまに少なくて満足できない。

・大サイズは値段の割に量が少なく、そのため注文しづらい。

【質問６】 4年 5年 6年

金額について

【質問８】 4年 5年 6年

メニュー内容につきまして
・からあげ弁当やチキン、お肉系などはとても嬉しい。フルー
ツがない時もあるので悲しい。

・パスタ、お米が美味しくないとのことであまり注文させてく
れません。

・和食弁当を充実させてほしい。

・添加物の有無などを明確にしてほしい。
・味が薄くなったとのこと。からあげも前の味が良かったとい
います。何か味付けを変えられたのですか？

・一ケ月違うメニューにしてほしい。曜日が同じだとメニュー
が前週と同じ時があって残念だった。

・味を改善してほしい、野菜が少ない。 ・もう少しレパートリーを増やしてほしい。 ・野菜を多くして欲しいそうです。

・エビフライ弁当が欲しい。 ・子供が好きそうなメニューで満足しております。

・おにぎり弁当を前のおかずが入っているものに戻してほし
い。

・メニューが気に入る時だけ注文していた。（さくさくチキ
ン・３色パスタ・パンランチ）

・ごはんに錦糸玉子を巻くのはやめてほしい、普通の白ごはん
が良い。

・洋食を増やしてほしい

・天ぷら弁当を入れてほしい。 ・かぼちゃが嫌いです。

・中華弁当を作ってほしい、ラーメンがあったら嬉しい。

・一品物（例　チャーハン、ハンバーガー、サンドウィッチ、
焼きそば等）があればいいと思います。

・大サイズに関しては、ご飯の量の改善希望。

・サンドウィッチやデザートをメニューに加えてほしいそうで
す。

【質問１０】 4年 5年 6年

・本人が嫌がるため。 ・値段が高い
子供が食べたがらないので、サンドウィッチやパンがあれば利
用するかもしれません。

・子供が母親の弁当を楽しみにしているため。
・利用したいときは大抵当日もしくは前日夜になんらかの理由
で弁当を作れなくなった時なのですが、

・毎日お弁当を作る習慣になっているので注文することが考え
にないということと、



・偏食気味のため。 その時には申込に間に合わないため。 あと少しの期間なので作ってあげたいと思う為。

・利用したいが、子供の好き嫌いなどの理由で、母の弁当にこ
だわるため。

・子供が嫌がりできない。４階から１階に行くのが面倒くさ
い。

・もう卒業なので。

・カード決済でなければ利用させていただきたいです。
・子供が下の階までとりにいくのを嫌がるので。また、冷めて
いるので頼みたくないと言っています。

・家のお弁当が子供が好きだから。

・以前は利用していたが、本人の食べてる量がわからなかった
り残していたらもったいないと思うので。

・（２件）当日買えるようなパン、おにぎり、サンドウィッチ
等もメニューに入れてほしい。

・子供が食べたがらないので。

・必要がないため利用しない。 ・お弁当を作るのが好きだから。

・お弁当を作ることは苦ではないので、特に必要としなかった
から。当日の朝になって時間がなく、頼みたいと思うことは
あっても当日注文がない。女子はお弁当持参の子が多いらしく
自分も持参したいと言ったので。

・毎日の成長を考えながらバランスの良い食事を心掛けてま
す。子供にも愛情を感じてほしいと思っています。

・食材の産地にこだわりがある為。 ・登録するのが面倒である。

・２年生の娘が「お弁当がいい」というので、どうせ一人分作
るなら同じことなので利用していない。

・写真で見た印象ですが白ごはんの量が女子には多いように感
じたため。またおかずの量・種類が少ない。

・体調不良等で利用することはあるかもしれないが、出来るだ
け手作り弁当を持たせたいと思います。

・下の子もお弁当なので一緒に作っている。
・病気等の理由がない限り、できるだけ手作りのものを食べさ
せたいため。

・子供がお弁当を取りに行くのを嫌がる。

・おかずのみ利用可能、前日夜まで受付可能。 ・当日注文ができるようになれば利用したいと思います。

・母の体調が悪くお弁当が作れない時に利用したいと思いま
す。

・量が少ないため。

・（２件）お母さんの弁当が好きだから。

・当日も注文できるメニューがあれば助かります（おにぎり、
サンドウィッチ等簡単な物で）

・内容と値段が合っていない。好き嫌いがあるため。

・毎日お弁当を作るので。どうしても難しい時などは利用した
いと思います。

・もし食中毒等が発生した場合の責任の所在が不明になりやす
いと思われるから。

・何度か注文しましたが、その後子供があまり頼みたがらない
為。

【その他】 4年 5年 6年

・例えば月2回は必ず利用や、火曜は全員配達システムにして
いただけるとありがたいです。

・子供たちが美味しいと思うようにしてください。注文したい
けど美味しくないと言われると注文しにくい。

子供のお弁当なのでもっと安価にするか７００円相当のボ
リュームにするかしてほしい。

・おにぎりだけとか、パンとか単品のものを販売して頂けるな
ら利用したいと思う。

・（２件）もっと味の充実をして欲しい。子供が食べたいと
言ってくれたらもっと注文できるのですが・・・。

・非常に助かっております。宜しくお願い致します。

・ホームページで見る限りですが、彩りもよく栄養バランスに
も気を配っているのが伝わります。

・前のようなお味のお弁当なら週2回は利用したいです。美味
しいお弁当ならもう少し高くても利用したい。

・当日朝の注文までOKにしてほしい（７時くらいまで）関学
はそのようなので、とても羨ましい。

・機会があれば利用したいと思います。 ・頑張ってください。
ケータリングは母の体調不良時などに使えてこそ助かります。
前日の晩７時まではきつい。

・忙しい時などにお弁当を作らなくていいので助かります。
・季節のお弁当がでましたとメールを頂きますがわざわざログ
インしないと見れないのが手間。

・注文する時間をもっと遅くまで延ばしてほしいです。

子供も美味しいと喜んで食べてくれるので頼みやすいです。
頂くメールに写真が付いているとすぐチェックできて良いと思
います。

・こういうシステムがあるのはありがたいと思うし、いざとい
う時に安心だと思います。

・子供のお弁当にしてはやや高く感じます。大サイズ500円位
が妥当ではないでしょうか。

・運動会のお弁当は該当日だけ一括表示され、種類の違うお弁
当も写真と同じページで注文でき、

・運動会のお弁当について、専用ページを設けて頂きたい。三
日分を一度に注文でき、確認メールも

また、当日朝の注文にも対応頂けると助かります。
まとめて確認メールがくるようにして欲しいです。よろしくお
願い致します。

一度ですむよう改めてほしい。アレルギー対策として、成分表
示をお願いしたい。

・季節の特別メニューをいつも楽しみにしています。
・あまり注文しませんが、このシステムは、何かあった時大変
ありがたいです。

・食中毒だけは万全を期してほしい（今まで食中毒の経験はな
いですが）火の通ったものだけ入れて下さい。

品数少なくてもいいと思う、手作り弁当のかわりなので。また
利用します


