
◆◇◆◇ ご注文・お問合せ ◇◆◇◆ 

TEL：03-3780-0008 
Mail：info@forum-8.co.jp 

貸し会議室 
イベントスペース 

Ｒ-14  Ｒ-15  

￥1,000（税別） 

￥880（税込） 

■ ご注文は5,000円以上から承ります。 
■ 前日10時までにご注文ください。（一部商品を除く） 
■ 100個以上のご注文は3日前までにお願いいたします。 
■ お弁当の総受注数が製造範囲を超えた場合は、ご注文を承れないことがございます。 
■ キャンセル・変更はお届け日の前日10時までにご連絡ください。（一部商品を除く） 
■ お届け日の前日10時以降の減数・キャンセルは減数相当額の50％を申し受けます。   
■ 写真は現品と盛り付けが異なる場合がございます。予めご了承ください。 

お楽しみ弁当  お求めやすい価格で、本格的な味わい。 

ミックスフライ弁当 
 

７５０円（税込） 

ヒレ一口かつ、 
ポテトコロッケ、 
白身魚フライ、 
五目ひじき、 
うぐいす豆、 
鮭フレーク、 
御飯、新香 

21.5cm×18cm×4.5cm 

お好み弁当 
 

８５０円（税込） 

メンチかつ、 
エビクリームコロッケ、 
焼鮭、 
五目ひじき、 
ポテトサラダ、 
うぐいす豆、 
御飯、新香 

21.5cm×18cm×4.5cm 

ハンバーグ弁当 
 

８５０円（税込） 

ハンバーグ、 
エビクリームコロッケ、 
フライドポテト、 
煮玉子、 
ポテトサラダ、 
煮物、御飯、 
新香 

21.5cm×18cm×4.5cm 

いろいろ弁当 
 

８５０円（税込） 

ヒレ一口かつ、 
焼鮭、鶏照焼、 
煮玉子、大学芋、 
煮物、ポテトサラダ、 
切干大根、 
しそひじき、 
うぐいす豆、 
ご飯、新香 

21.5cm×18cm×4.5cm 

まい泉のり弁 
 

８５０円（税込） 

ヒレ一口かつ、 
白身魚フライ、 
焼鮭、味付けのり、 
おかか、玉子焼、 
煮物、山海、 
しそひじき、 
ポテトサラダ、 
御飯、新香 

21.5cm×21cm×3cm 

銀鮭弁当 
 

８７０円（税込） 

銀鮭、 
鶏唐揚げ、 
肉団子、 
玉子焼、 
切干大根、 
うぐいす豆、 
ポテトサラダ、 
御飯、新香 

21.5cm×18cm×4.5cm 

黒豚しぐれ弁当 
 

９００円（税込） 

21.5cm×21cm×3cm 

黒豚しぐれ煮、 
白身魚フライ、 
焼鮭、玉子焼、 
煮物、 
ポテトサラダ、 
御飯、新香 

洋食弁当 
 

９３０円（税込） 

18cm×21cm×3cm 

エビフライ、 
エビクリームコロッケ、 
ハンバーグ、 
フライドポテト、 
煮玉子、 
ポテトサラダ、 
パプリカ素揚げ、 
御飯、新香 

まい泉定番のとんかつ  まい泉看板メニューのとんかつを存分にお楽しみください。 

豚（とん）ヒレ弁当 
 

９５０円（税込） 

ヒレかつ、 
しそひじき、 
胡麻牛蒡サラダ、 
御飯、 
新香 

21.5cm×21.5cm×4cm 

豚（とん）ロース弁当 
 

９５０円（税込） 

ロースかつ、 
しそひじき、 
胡麻牛蒡サラダ、 
御飯、 
新香 

21.5cm×21.5cm×4cm 

上ヒレかつ弁当 
 

１，４００円（税込） 

銘柄ヒレかつ、 
煮物、玉子焼、 
しそひじき、 
御飯、新香 

21.5cm×21.5cm×4.5cm 

上ロースかつ弁当 
 

１，４００円（税込） 

銘柄ロースかつ、 
煮物、玉子焼、 
しそひじき、 
御飯、新香 

21.5cm×21.5cm×4.5cm 

揚げものとお魚  揚げものとお魚のバラエティ豊かなお弁当。 

かつみ 
 

９８０円（税込） 

ヒレかつ、 
焼鮭、 
ポテトサラダ、 
しそひじき、 
うぐいす豆、 
山海漬け、 
御飯、新香 

21.5cm×21.5cm×4.5cm 

杏（あんず） 
 

９８０円（税込） 

ヒレ一口かつ、 
ポテトコロッケ、 
鶏唐揚げ、 
焼鮭、 
ポテトサラダ、 
しそひじき、 
うぐいす豆、 
御飯、新香 

21.5cm×21.5cm×4.5cm 

楓（かえで） 
 

１，２６０円（税込） 

ヒレ一口かつ、 
エビフライ、 
肉団子、 
焼鮭、 
高野豆腐、 
しそひじき、 
ポテトサラダ、 
うぐいす豆、 
二色御飯、新香 

23cm×22.5cm×4cm 

福（ふく） 
 

１，３５０円（税込） 

ヒレ一口かつ、 
エビフライ、 
エビクリームコロッケ、 
銀鱈味噌焼、 
高野豆腐、 
玉子焼き、 
五目ひじき、 
ポテトサラダ、 
うぐいす豆、 
山海漬け、 
御飯、新香 

23cm×22.5cm×4cm 

和の味わい  和食もおいしいまい泉。各種会議などにもおすすめです。 

栞（しおり） 
 

１，２００円（税込） 

銀鱈味噌焼、 
煮物、 
切干大根、 
玉子焼、 
うぐいす豆、 
山海漬け、 
御飯、新香 

21.5cm×21.5cm×4.5cm 

花水木（はなみずき） 
 

１，５００円（税込） 

ヒレ一口かつ、 
エビクリームコロッケ、 
焼鮭、 
エビ煮、 
しそひじき、 
玉子焼、 
煮物、 
さつまいも甘露煮、 
御飯、新香 

21cm×21cm×4cm 

蘭（らん） 
 

２，０００円（税込） 

ヒレかつ、 
エビフライ、 
銀鱈味噌焼、 
煮物、 
しゅうまい、 
栗、 
京風なます、 
豚肉昆布巻き、 
玉子焼、 
笹もち、山海漬け、 
御飯、新香 17.5cm×26cm×5cm 

雅（みやび） 
 

２，８００円（税込） 

銘柄ヒレかつ、 
銀鱈味噌焼き、 
あわび煮貝、 
エビ煮、 
豚肉昆布巻き、 
煮物、鶏つくね、 
玉子焼、栗、 
京風生酢、笹もち、 
御飯、新香 

11cm×21.5cm×4.5cm×二段 

※2日前14時までの 
※受付です。 

※2日前14時までの 
※受付です。 

※2日前14時までの受付です。 



￥1,000（税別） 

￥880（税込） 

重もの  ボリュームたっぷりのかつ重メニュー 

まい泉重 〈ロース〉 
 

８５０円（税込） 

ロースかつ 
(玉子とじ)、 
ポテトサラダ、 
山海漬け、 
御飯、 
新香 

11cm×20.5cm×5.5cm 

まい泉重 〈ヒレ〉 
 

９００円（税込） 

ヒレかつ 
(玉子とじ)、 
ポテトサラダ、 
山海漬け、 
御飯、 
新香 

11cm×20.5cm×5.5cm 

まい泉 〈エビ〉 
 

９５０円（税込） 

海老フライ2本 
(玉子とじ)、 
ポテトサラダ、 
山海漬け、 
御飯、 
新香 

11cm×20.5cm×5.5cm 

七福神 
（しちふくじん） 

ヒレかつサンド（ハーフカット）、 
エビかつサンド（ハーフカット）、細巻、煮物、
玉子焼、三色団子 

10cm×20cm×3.5cm 

さくら 

ヒレかつサンド(ハーフカット)、いなり寿司、 
細巻、エビクリームコロッケ、鶏唐揚、玉子焼、 
ポテトサラダ、ウインナー、煮物、三色団子 

12cm×23.1cm×4.5cm 

いろんなおかずを少しずつ／女性にもおすすめ 

十彩（じゅっさい） 
 

８５０円（税込） 

エビクリームコロッケ、 
焼鮭、鶏照焼、 
大学芋、煮物、 
しそひじき、 
玉子焼、 
うぐいす豆、 
ポテトサラダ、 
二色ご飯、 
新香  
  

15cm×21cm×3.5cm 11.5cm×17cm×5.5cm 

十種類のお惣菜が楽しめます。バランスもグッド。 

すこやか 
 

８００円（税込） 

12cm×23.1cm×4.5cm 

魚と野菜をメインに、ごはんは雑穀米のお弁当です。 

ヒレ一口かつ、 
豆腐かつ、 
焼鮭、煮物、 
しそひじき、 
玉子焼、 
雑穀米ご飯、 
新香  
  

小町（こまち） 
 

８５０円（税込） 

彩りもあざやか。 

ヒレかつサンド 
(ハーフカット)、 
おにぎり(鮭)、 
エビクリームコロッケ、 
肉団子、煮物、 
玉子焼、 
ポテトサラダ、 
三色団子 

６３０円（税込） ６３０円（税込） ６８５円（税込） ８５０円（税込） ８５０円（税込） 

サンドイッチ＆バーガー各種 

ヒレかつサンド 

（３切れ） 
（６切れ） 
（９切れ） 
（１８切れ） 

４２１円（税込） 

８４２円（税込） 

１，２６３円（税込） 

２，５２７円（税込） 

 

エビかつサンド 

（３切れ） 
（６切れ） 

４５３円（税込） 

９０７円（税込） 

 

メンチかつサンド 

（３切れ） 
（６切れ） 

３６７円（税込） 

７３４円（税込） 

 

ミニメンチかつ 
バーガー １５１円（税込） 

黒豚ミニメンチ 
かつバーガー １９４円（税込） 

ミニヒレかつ 
バーガー ２３７円（税込） 

ミニポテコロ 
バーガー １７２円（税込） 

ミニフィッシュ 
かつバーガー ２１６円（税込） 

ミニエビかつ 
バーガー ２４８円（税込） 

サンド・バーガー入りのお弁当  手軽に食べられる人気のかつサンド入りのお弁当 

すずらん    

ヒレかつサンド、おにぎり(鮭・梅)、 
玉子焼、ウインナー 

14.5cm×18cm×5cm 

りんどう    

ミニメンチかつバーガー、おにぎり（鮭）、 
いなり寿司、細巻、ポテトコロッケ、玉子焼 

玉手箱 
（たまてばこ） 

ヒレかつサンド、いなり寿司、細巻、 
煮物、甘酢 

9.2cm×19.5cm×4.3cm 14.5cm×18cm×5cm 

※2日前14時までの受付です。 ※2日前14時までの受付です。 ※2日前14時までの受付です。 ※2日前14時までの受付です。 ※2日前14時までの受付です。 

※2日前14時までの受付です。 

※2日前14時までの受付です。 ※2日前14時までの受付です。 ※各種バーガーは2日前14時までの受付です。 

◆◇◆◇ ご注文・お問合せ ◇◆◇◆ 

TEL：03-3780-0008 
Mail：info@forum-8.co.jp 

貸し会議室 
イベントスペース 

■ ご注文は5,000円以上から承ります。 
■ 前日10時までにご注文ください。（一部商品を除く） 
■ 100個以上のご注文は3日前までにお願いいたします。 
■ お弁当の総受注数が製造範囲を超えた場合は、ご注文を承れないことがございます。 
■ キャンセル・変更はお届け日の前日10時までにご連絡ください。（一部商品を除く） 
■ お届け日の前日10時以降の減数・キャンセルは減数相当額の50％を申し受けます。   
■ 写真は現品と盛り付けが異なる場合がございます。予めご了承ください。 



Ｒ-19  

￥1,500（税別） 

折詰 金のすき焼  特選黒毛和牛 

￥3,240（税込） 

（上段）すき焼 
黒毛和牛 長葱 穂付筍 結び白滝 焼豆腐 松茸 
椎茸 丁字麩 青菜 すき焼タレ 人参 奥久慈卵温
泉玉子 
 

（下段）食事 
白飯 黒胡麻 小梅 笹豆 塩昆布 一口昆布巻き 
赤蕪 柚子大根  

折詰 銀のすき焼  上黒毛和牛 

￥2,592（税込） 

（上段）すき焼 
黒毛和牛 長葱 穂付筍 結び白滝 焼豆腐 椎茸 
丁字麩 人参 青菜 すき焼タレ 奥久慈卵温泉玉子 
 

（下段）食事 
白飯 黒胡麻 小梅 笹豆 塩昆布 柴漬  

折詰 すき焼弁当  黒毛和牛 

￥1,620（税込） 

（上段）すき焼 
黒毛和牛 長葱 竹の子 結び白滝 焼豆腐 青菜 
人参 椎茸 奥久慈卵温泉玉子 
 

（下段）食事 
白飯 黒胡麻 小梅 塩昆布 柴漬  

折詰 すき焼丼  黒毛和牛 

￥1,296（税込） 

黒毛和牛 長葱 丁字麩 結び白滝 青菜 
椎茸 人参 竹の子 煮玉子 白飯 柴漬  

折詰 歓楽三昧  宝船 たからぶね 

￥3,240（税込） 

黒毛和牛すき焼 奥久慈卵温泉玉子 
銀鱈西京焼き 口取り 揚物 煮物 

ローストビーフ握り 白飯  

折詰 歓楽三昧  千鳥 ちどり 

￥2,700（税込） 

黒毛和牛すき焼 奥久慈卵温泉玉子 
黒毛和牛そぼろ煮 口取り 焼魚 

煮物 ローストビーフ握り 白飯 香の物  

折詰 京 みやこ 

￥2,376（税込） 

銀鱈西京焼き 口取り 天ぷら 煮物 
すき焼稲荷 鶏五目ご飯 白飯 香の物  

折詰 匠 たくみ 

￥2,160（税込） 

サイコロステーキ 口取り 揚物 焼魚 煮物 
ちらし寿司 すき焼き稲荷 白飯 香の物  

折詰 倭 やまと 

￥2,160（税込） 

黒毛和牛すき焼 奥久慈卵温泉玉子 
揚物 焼魚 煮物 白飯 
鶏五目ご飯 香の物  

折詰 歓楽三昧  蔓 かずら 

￥1,944（税込） 

黒毛和牛すき焼 奥久慈卵温泉玉子 
口取り 海老カツ 焼魚 煮物 白飯 

ローストビーフ握り 香の物  

折詰 歓楽三昧  牛助六 ぎゅうすけろく 

￥1,620（税込） 

口取り 揚物 煮物 小松菜お浸し 
ローストビーフ握り すき焼稲荷 
ローストビーフ稲荷 白飯 香の物  

折詰  詠 うた 

￥1,620（税込） 

天ぷら 焼魚 煮物 白飯 
すき焼稲荷 鶏五目ご飯 香の物  

折詰 縁 ゆかり 

￥1,620（税込） 

黒毛和牛すき焼 奥久慈卵温泉玉子 
天ぷら ひじき煮 白飯 香の物 

折詰 和 なごみ 

￥1,296（税込） 

口取り 焼魚 煮物 天ぷら 
白飯 牛そぼろ 香の物  

折詰 蕾 つぼみ 

￥1,296（税込） 

すき焼コロッケ 黒毛和牛佃煮  
鶏照り焼き 煮物 ポテトサラダ 

白飯 香の物 

お吸物 ￥324（税込） 

赤だし ￥216（税込） 

お吸物は毎月厳選した 
旬の食材を使用しています 

◆◇◆◇ ご注文・お問合せ ◇◆◇◆ 

TEL：03-3780-0008 
Mail：info@forum-8.co.jp 

貸し会議室 
イベントスペース 

明治28年創業 
すき焼き・しゃぶしゃぶ 日本料理の専門店 ■ ご注文は7,560円（税込）より承ります。 

■ 2日前までにご注文ください。（多数注文の場合はお早めにご注文ください。） 
■ 前日14:00以降のご注文キャンセル（個数減）は、商品代金の100％を頂戴いたします。 
■ 予めご了承ください。 
■ 卵、乳、小麦、そば、落花生、カニ、エビ等のアレルギー物質を含む食品を使用することがございます。 
■ 詳しくはお問い合わせください。  
■ 季節や仕入れ状況により食材が変更となる場合がございます。 

折詰 旭 あさひ 

￥1,080（税込） 

東京Ｘ焼肉弁当 

￥1,080（税込） 
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￥1,500（税別） 

黒毛和牛すき焼 
奥久慈卵温泉玉子 
口取り 
天ぷら 
天汁 
焼魚 
刺身 
ローストビーフ握り 
白飯 
香の物 
吸物  

重詰  響 ひびき ￥4,320（税込） 

※ご飯別添えの商品となります。 

黒毛和牛すき焼 
奥久慈卵温泉玉子 
口取り 
黒毛和牛そぼろ煮 
天ぷら 
焼魚 
刺身 
小鉢 
白飯 
香の物  

重詰 暁 あかつき ￥3,240（税込） 

※ご飯別添えの商品となります。 

黒毛和牛すき焼 
奥久慈卵温泉玉子 
口取り 
揚物 
焼魚 
煮物 
刺身 
白飯 
ゆかり  

重詰  霞 かすみ ￥2,700（税込） 

※ご飯別添えの商品となります。 

黒毛和牛すき焼 
奥久慈卵温泉玉子 
口取り 
黒毛和牛そぼろ煮 
焼魚 
天ぷら 
煮物 
鶏五目ご飯 
白飯 
香の物  

重詰 鏡獅子 かがみじし ￥2,700（税込） 

口取り 
黒毛和牛そぼろ煮 
焼魚 
揚物 
煮物 
刺身 
白飯 
鶏五目ご飯 
香の物  

重詰  元禄 げんろく ￥2,160（税込） 

黒毛和牛すき焼 
奥久慈卵温泉玉子 
口取り 
焼魚 
煮物 
白飯 
香の物  

重詰 六歌仙 ろっかせん ￥2,160（税込） 

口取り 
黒毛和牛そぼろ煮 
焼魚 
天ぷら 
煮物 
ちらし寿司  

重詰  錦 にしき ￥1,620（税込） 

黒毛和牛すき焼 
奥久慈卵温泉玉子 
天ぷら 
煮物 
白飯 
黒胡麻 
鶏五目ご飯 
香の物  

重詰 巴 ともえ ￥1,620（税込） 

◆◇◆◇ ご注文・お問合せ ◇◆◇◆ 

TEL：03-3780-0008 
Mail：info@forum-8.co.jp 

貸し会議室 
イベントスペース 

明治28年創業 
すき焼き・しゃぶしゃぶ 日本料理の専門店 ■ ご注文は7,560円（税込）より承ります。 

■ 2日前までにご注文ください。（多数注文の場合はお早めにご注文ください。） 
■ 前日14:00以降のご注文キャンセル（個数減）は、商品代金の100％を頂戴いたします。 
■ 予めご了承ください。 
■ 卵、乳、小麦、そば、落花生、カニ、エビ等のアレルギー物質を含む食品を使用することがございます。 
■ 詳しくはお問い合わせください。  
■ 季節や仕入れ状況により食材が変更となる場合がございます。 
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￥1,500（税別） ￥1,500（税別） 

煮物、鰆西京焼き、野菜入り玉子焼き、つくね串、
海鮮華包み蒸し、笹団子、白和え、チキンロール 
野菜巻き、変り揚げ、季節の和菓子、変りご飯など 

￥2,160（税込） 

OM-25 

〈白鷺〉しらさぎ 

＊小麦・卵・乳・えび 

白飯、きび、あわ、ひえ、白麦、はだか麦、発芽玄米、 
はと麦、赤米、黒米、高きび、牛蒡、じゃが芋、くわい、 
人参、大豆、黒ごま、白ごま、わさび、わらび、ぜんまい、 
筍、ひらたけ、椎茸、ひじき、蒟蒻、さつま芋、桜海老、 
チキン、鮭、たまご、しらす、海苔、グリンピース、京菜 

￥1,296（税込） 

SM-12 

〈35品目弁当〉 

＊小麦・卵・乳・えび 

煮物、つくね串、海老焼売、玉子焼き、 
笹団子、焼き魚、茶飯など 

￥1,080（税込） 

OM-22 

〈紅雀〉べにすずめ 

＊小麦・卵・乳・えび 

海老フライ、チキンチーズ大葉揚げ、煮物、焼魚、
玉子焼き、季節の和菓子、変りご飯ほか 

￥1,296（税込） 

OM-23 

〈雲雀〉ひばり 

＊小麦・卵・乳・えび 

ハンバーグ、かに爪フライ、エビフライ、オムレツ、 
白身魚のマリネなど 

煮物、玉子焼き、蟹風味焼売、鰆西京焼き、変り 
揚げ、昆布巻き、季節の和菓子、穴子ご飯など 

￥1,620（税込） 

OM-24 

〈夕鶴〉ゆうづる 

＊小麦・卵・乳・えび・かに 

￥1,620（税込） 

OM-29 

〈隼〉はやぶさ 

＊小麦・卵・乳・えび・かに 

煮物、焼き魚、天ぷら、季節の和菓子など 
 

※季節の食材を使うため、大幅に内容が変わります。 

￥2,700（税込） 

OM-26 

〈鶯〉うぐいす 

＊アレルギーの詳細はお問合せください 

煮物、焼き魚、天ぷら、季節の和菓子など 
 

※季節の食材を使うため、大幅に内容が変わります。 

￥3,780（税込） 

OM-28 

〈孔雀〉くじゃく 

＊アレルギーの詳細はお問合せください 

＊小麦・卵・乳・えび 

変わり揚げ、鰆西京焼き、昆布巻き、 
水菓子、しょうが焼き、煮物など 

＊小麦・卵・乳・えび・かに 

煮物、鮭塩焼き、つくね串、 
玉子焼き、変り揚げなど 

＊小麦・卵・乳・えび・かに 

鮭塩焼き、煮物、エビフライ、ハンバーグ、 
ささみチーズロールなど 

￥1,080（税込） 

SM-16 

〈霞〉かすみ 

＊小麦・卵・乳・えび・かに 

￥1,296（税込） 

SM-15 

〈昴〉すばる 

＊小麦・卵・乳・えび 

ハンバーグ、グリルチキン、プチオムレツ、 
チョリソー、ポテトサラダなど 

￥864（税込） 

SM-17 

〈蕾〉つぼみ ￥864（税込） 

SM-06 

〈重慶〉じゅうけい 

海老と玉子のチリソース、チンジャオロースー、 
笹箱入り海鮮おこわ、ツナマヨネーズ包み蒸し、 

マンゴータルトなど 

網目春巻き、焼き魚、蟹クリーミーコロッケ、 
きんぴらゴボウ、焼売、煮物、フルーツなど 

￥1,080（税込） 

SM-07 

〈十二単衣〉 

＊小麦・卵・乳・えび・かに 

￥1,080（税込） 

SM-09 

〈西安〉せいあん 

＊小麦・卵・乳・えび 

春雨サラダ、チンジャオロースー、海老と玉子の 
チリソース、油淋鶏、春巻き、胡麻団子など 

￥1,296（税込） 

SM-11 

〈洛陽〉らくよう 

焼売、焼き肉、カニあんかけ卵、ザーサイなど 

￥1,404（税込） 

SM-14 

〈白銀〉しろがね 

＊小麦・卵・乳・えび・かに 

じゅうに 
ひとえ 

◆◇◆◇ ご注文・お問合せ ◇◆◇◆ 

TEL：03-3780-0008 
Mail：info@forum-8.co.jp 

貸し会議室 
イベントスペース 

■ ご注文は10,000円より承ります。 
■ 3日前までにご注文ください。（多数注文の場合はお早めにご注文ください。） 
■ 前日11:00以降のご注文キャンセル（個数減）は、商品代金の全額を頂戴いたします。 
■ 予めご了承ください。 
■ アレルギーについては、「小麦・卵・乳・落花生・そば・えび・かに」の7品目を＊印にて表記しています。 
□ 詳細はお問合せください。 
■ 内容は、仕入れ状況や季節により異なる場合がございます。 
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￥1,500（税別） 

玉子焼き、焼き魚、網焼きハンバーグ、海老焼売、
チキンカリカリ揚げ、煮物、ポテトサラダなど 

￥864（税込） 

OM-04 

〈花重ね〉はながさね 

＊小麦・卵・乳・えび 

鯖塩焼き、グラタン、煮物、唐揚げ、 
白身魚フライなど 

￥864（税込） 

SM-18 

〈双葉〉ふたば 

＊小麦・卵・乳・えび・かに 

サンドウィッチ、ハンバーグ、海老フライ、 
蟹クリームコロッケ、グリルチキン、ポテトサラダなど 

￥1,080（税込） 

SM-08 

〈サンドウィッチ弁当〉 

＊小麦・卵・乳・かに 

サンドウィッチ 

￥540（税込） 

SK-43 

＊小麦・卵・乳・かに 

￥820（税込） 

OG-42 

〈笹船〉ささふね 

＊小麦・卵・乳 

￥540（税込） 

OG-41 

〈おにぎりパック〉 

＊小麦・卵・乳・かに 

＊小麦・卵・乳・えび・かに 

チキングリル、グラタン、鮭塩焼き、 
海鮮焼売、エビチリなど 

＊小麦・卵・乳・えび・かに 

煮物、ポテトサラダ、揚げ物、しょうが焼き、 
海老包み蒸し、大学芋、焼き魚、つくね串、 

お新香など 

＊小麦・卵・乳・えび・かに 

煮物、焼き魚、網焼きハンバーグ、 
蟹風味焼売、メンチカツなど 

￥1,080（税込） 

ZN-31 

〈若竹〉わかたけ 

＊小麦・卵・乳・かに 

￥1,620（税込） 

ZN-33 

〈茜〉あかね 

＊小麦・卵・乳・えび 

焼売、チンジャオロースー、春巻き2種、 
海老フライ、唐揚、海老と玉子のチリソースなど 

￥1,404（税込） 

ZN-32 

〈翡翠〉ひすい ￥1,080（税込） 

ZN-38 

〈千草〉ちぐさ 

煮物、昆布巻き、玉子焼き、錦糸焼売、 
ウィンナーベーコン、鮭西京焼き、 

若鶏の照り焼き、串カツ、海老フライなど 

鮮魚のチーズソース焼き、サーモンロール、煮物、 
湯葉刺身、天ぷら、野菜入り玉子焼きなど 

￥3,240（税込） 

ZNｰ36 

〈瑠璃〉るり 

＊小麦・卵・乳・えび・かに 

￥2,700（税込） 

ZN-35 

〈紫苑〉しおん 

＊小麦・卵・乳・えび 

煮物、ヒレカツ、海老フライ、イカフライ、 
鮭西京焼き、つくね串、蒲鉾、蟹風味焼売、 

焼肉、変りご飯など 

￥2,160（税込） 

ZN-34 

〈琥珀〉こはく 

エビフライ、つくね串、鯖塩焼き、煮物など 

￥1,620（税込） 

ZN-37 

〈薄紅〉うすべに 

＊小麦・卵・乳・えび 

〈サンドウィッチパック〉 

◆◇◆◇ ご注文・お問合せ ◇◆◇◆ 

TEL：03-3780-0008 
Mail：info@forum-8.co.jp 

貸し会議室 
イベントスペース 

■ ご注文は10,000円より承ります。 
■ 3日前までにご注文ください。（多数注文の場合はお早めにご注文ください。） 
■ 前日11:00以降のご注文キャンセル（個数減）は、商品代金の全額を頂戴いたします。 
■ 予めご了承ください。 
■ アレルギーについては、「小麦・卵・乳・落花生・そば・えび・かに」の7品目を＊印にて表記しています。 
□ 詳細はお問合せください。 
■ 内容は、仕入れ状況や季節により異なる場合がございます。 



◆◇◆◇ ご注文・お問合せ ◇◆◇◆ 

TEL：03-3780-0008 
Mail：info@forum-8.co.jp 

貸し会議室 
イベントスペース 
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￥1,000（税別） 

294 

特製から揚げ1個、オリジナルポークジンジャー、 
デミグラスハンバーグ、お惣菜 

275 
ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ&ﾎﾟｰｸｼﾞﾝｼﾞｬｰ弁当 

￥850（税込） 

特製から揚げ1個、カニクリーミーコロッケ、 
デミグラスハンバーグ、お惣菜 

276 
ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ&ｶﾆｸﾘｰﾐｰｺﾛｯｹ弁当 

￥850（税込） 

特製から揚げ1個、白身魚フライ、 
デミグラスハンバーグ、お惣菜 

277 
ハンバーグ&白身魚フライ弁当 

￥850（税込） 

鮭塩焼き、竹輪いそべ天ぷら、豆腐野菜ハンバーグ、 
焼売、煮物、玉子焼き、かまぼこ、お惣菜 

和風特選御膳 

￥1,280（税込） 

特製から揚げ1個、デミグラスハンバーグ、目玉焼き、 
ポークウインナー2本、ポテトフライ、お惣菜 

295 
洋風特選御膳 

￥1,280（税込） 

チンジャオロースー、焼き餃子、春巻、焼売、 
肉団子、お惣菜 

296 
中華特選御膳 

￥1,280（税込） 

ロースとんかつ、ポテトフライ、お惣菜 

1861 
ローストンカツ御膳 

￥1,080（税込） 

特製から揚げ4個、目玉焼き、ポテトフライ、お惣菜 

131 
から揚げ御膳 

￥1,080（税込） 

鯖塩焼き、竹輪いそべ天ぷら、焼売、煮物、お惣菜 

297 
和風長御膳 

￥980（税込） 

デミグラスハンバーグ、オリジナルポークジンジャー、 
ポークウインナー2本、お惣菜 

298 
洋風長御膳 

￥980（税込） 

から揚げ、デミグラスハンバーグ、春巻、お惣菜 

299 
ミックス長御膳 

￥980（税込） 

特製から揚げ5個、海苔、お惣菜 

013 
特製から揚げのり弁当 

￥840（税込） 

ねぎ塩から揚げ5個、お惣菜 

260 
ねぎ塩から揚げ弁当 

￥870（税込） 

塩山椒から揚げ5個、お惣菜 

240 
塩山椒から揚げ弁当 

￥840（税込） 

にんにく胡麻醤油から揚げ5個、お惣菜 

274 
にんにく胡麻醤油から揚げ弁当 

￥860（税込） 

チキン竜田5個、お惣菜 

012 
チキン竜田弁当 

￥840（税込） 

明太マヨから揚げ5個、お惣菜 

273 
明太マヨから揚げ弁当 

￥940（税込） 

和風だしから揚げ5個、お惣菜 

261 
和風だしおろしから揚げ弁当 

￥870（税込） 

鶏と茄子の炒め物、大根おろし、お惣菜 

029 
鶏と茄子のみぞれ和え弁当 

￥890（税込） 

■ ご注文は1,200円以上から承ります。 
■ 前日17:00までにご注文ください。（数が多い場合はお早めにご連絡ください。） 
■ 前日17:00以降のご注文キャンセル（個数減）は、商品代金の全額を頂戴いたします。 
■ 予めご了承ください。 
■ アレルギー等により、食べられない食材がございましたらご相談ください。 

294 

チキン南蛮5個、お惣菜 

019 
チキン南蛮弁当 

￥870（税込） 



￥1,000（税別） 

骨付きフライドチキン1個、デミグラスハンバーグ、 
オムレツ、お惣菜 

291 
洋風盛合せ弁当 

￥880（税込） 

鶏甘酢あんかけ、焼き餃子、春巻、 
焼売、肉団子、お惣菜 

292 
中華盛合せ弁当 

￥880（税込） 

鮭塩焼き、竹輪いそべ天ぷら、煮物、 
焼売、玉子焼き、かまぼこ、お惣菜 

293 
和風盛合せ弁当 

￥880（税込） 

ササミチーズカツ2枚、お惣菜 

279 
肉厚ササミチーズカツ弁当 

￥950（税込） 

エビフライ、カニクリーミーコロッケ、 
白身魚フライ、お惣菜 

280 
ミックスフライ弁当 

￥850（税込） 

特選ハンバーグ、特製デミグラスソース、 
目玉焼き、お惣菜 

281 
ハンバーグステーキ弁当 
withデミグラスソース ￥920（税込） 

特選ハンバーグ、大根おろしソース、 
目玉焼き、お惣菜 

282 
ハンバーグステーキ弁当 
with和風おろし ￥960（税込） 

特選ハンバーグ、特製シャリアピンソース、 
目玉焼き、お惣菜 

283 
ハンバーグステーキ弁当 
withｼｬﾘｱﾋﾟﾝｿｰｽ ￥960（税込） 

オリジナルポークジンジャー、お惣菜 

284 
ポークジンジャー弁当 

￥850（税込） 

豚バラ、ピーマン、玉ねぎ、もやし、お惣菜 

286 
肉野菜炒め弁当 

￥810（税込） 

豚キムチ炒め、キャベツ 

287 

チンジャオロースー、お惣菜 

164 
チンジャオロースー弁当 

￥810（税込） 

オムレツ、特製デミグラスソース、 
チキンライス、ポテトフライ 

300 
こだわりﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽのｵﾑﾗｲｽ 

￥780（税込） 

ロースとんかつ、卵 

084 
ロースカツ丼 

￥850（税込） 

チキン竜田、ブロッコリー＆ペパロニのサラダ、お惣菜 

311 
おかずセットＡ [チキン竜田] 

￥450（税込） 

チキン南蛮、ブロッコリー＆ペパロニのサラダ、お惣菜 

312 
おかずセットＢ [チキン南蛮] 

￥450（税込） 

※画像はイメージです 

ご飯変更 

【107】 玄米ご飯     ￥100 
【122】 玄米ご飯大盛り ￥150 
【054】 ご飯大盛り    ￥160 
【055】 ご飯特盛り    ￥120 
 

トッピング 

【162】 明太子      ￥190 
【068】 鶏そぼろ     ￥160 
【058】 目玉焼き     ￥100 
【067】 海苔       ￥150 
【106】 納豆       ￥100 

豚バラキムチ丼 
￥800（税込） 

特製から揚げ2個、ササミチーズカツ、お惣菜 

278 
から揚げ&ササミチーズカツ弁当 

￥880（税込） 

◆◇◆◇ ご注文・お問合せ ◇◆◇◆ 

TEL：03-3780-0008 
Mail：info@forum-8.co.jp 

貸し会議室 
イベントスペース 

■ ご注文は1,200円以上から承ります。 
■ 前日17:00までにご注文ください。（数が多い場合はお早めにご連絡ください。） 
■ 前日17:00以降のご注文キャンセル（個数減）は、商品代金の全額を頂戴いたします。 
■ 予めご了承ください。 
■ アレルギー等により、食べられない食材がございましたらご相談ください。 



◆◇◆◇ ご注文・お問合せ ◇◆◇◆ 

TEL：03-3780-0008 
Mail：info@forum-8.co.jp 

貸し会議室 
イベントスペース 

■ ご注文は10,000円以上から承ります。（少量の場合はご相談ください。） 
■ お届け日の3日前までにご注文ください。 
■ お届け日が月曜日の場合は、金曜日の午前中までにご注文ください。 
■ 数量の変更は、前日の午前中までにご連絡ください。 
■ 前日のお取消しは商品代金の50％、当日のお取消しは商品代金の100％を 
■ 申し受けます。 
■ 旬の食材を使用しておりますので、季節によりメニューの一部を変更する場合がございます。 
■ 予めご了承ください。 

レストラン 赤坂クーポール 

ローストビーフ、ブリの照焼き、数の子、車海老の塩焼き、煮物、 
ホタテの照焼き、かまぼこ、玉子焼き、いわい鶏のネギソースかけ、 

白バイ貝、海老フライ、ちらし寿司、フルーツ 

折 詰 

彩・ちらし弁当   １，５５０円（税別） 

ブリのホイル焼き、豚ロースの冷しゃぶ、煮物、つくね串、漬物、 
オリエンタルチキンサラダ、天ぷら、太巻き寿司、フルーツ 

折 詰 

 彩・巻き寿司弁当   １，５５０円（税別） 

天ぷら、野菜サラダ、牛焼肉、つくね串、焼鮭、煮物、 
珍味、漬物、ご飯、フルーツ 

折 詰 

 天ぷら弁当    １，４５０円（税別） 

天ぷら、つくね串、きんとん豆、こぶ巻、珍味、玉子焼き、 
焼鮭、かまぼこ、煮物、漬物、ご飯、フルーツ 

 幕の内弁当     １，１３０円（税別） 

折 詰 

牛すき焼き、海老チリソース煮、いわい鶏のネギソースかけ、 
あんかけ大根、チキンロール、玉子焼き、焼鮭、ひじき、 

珍味、漬物、ご飯、フルーツ 

 すき焼き弁当   １，４５０円（税別） 

折 詰 

ハンバーグ、親子煮、玉子焼き、焼鮭、かまぼこ、 
ポテトサラダ、珍味、漬物、ご飯、フルーツ 

ハンバーグ弁当   １，１３０円（税別） 

折 詰 

洋風フライ、ホタテフライ、カジキフライ、牛焼肉、 
ポテトサラダ、煮物、珍味、漬物、ご飯、フルーツ 

 洋風フライ弁当   １，２３０円（税別） 

折 詰 

牛焼肉、ミニ春巻、竹の子煮、玉子焼き、かまぼこ、 
ナポリタン、煮物、漬物、ご飯 

  焼肉弁当     １，０００円（税別） 

折 詰 

アジフライ、しゅうまい、ポテトサラダ、つくね串、 
ナポリタン、煮物、漬物、ご飯 

  アジフライ弁当      １，０００円（税別） 

折 詰 



ステーキ弁当  ２，２５０円（税別） 

松花堂 

牛ステーキ、フライ盛り合わせ（海老・アスパラ・なす）、
白身魚のアーモンド揚げ、小籠包、カニ爪のフリット、
ピクルス、あさりの玉子とじ、ご飯、メロン 

ホイル焼き弁当  ２，２５０円（税別） 

松花堂 

銀ダラのホイル焼き、豚ロース肉の冷しゃぶ、カジキ
の南蛮漬、玉子焼き、酢のもの、白バイ貝、漬物、ミニ
ロールキャベツ、ホタテ照焼き、カボチャ煮、しいたけ
煮、ご飯、メロン 

調（しらべ）    ３，１００円（税別） 

懐石膳 

牛すき焼き、海老チリソース煮、小籠包、春巻、蒸し鶏、
くらげ酢、ナムル、ザーサイ、お刺身、車海老の塩焼き、
数の子、ちらし寿司、お吸物、フルーツ 

◆◇◆◇ ご注文・お問合せ ◇◆◇◆ 

TEL：03-3780-0008 
Mail：info@forum-8.co.jp 

貸し会議室 
イベントスペース 

■ ご注文は10,000円以上から承ります。（少量の場合はご相談ください。） 
■ お届け日の3日前までにご注文ください。 
■ お届け日が月曜日の場合は、金曜日の午前中までにご注文ください。 
■ 数量の変更は、前日の午前中までにご連絡ください。 
■ 前日のお取消しは商品代金の50％、当日のお取消しは商品代金の100％を 
■ 申し受けます。 
■ 旬の食材を使用しておりますので、季節によりメニューの一部を変更する場合がございます。 
■ 予めご了承ください。 

レストラン 赤坂クーポール 

海老フライ、ホタテフライ、サーモンフライ、カジキマグロの 
ピカタ、カニ爪・スモークサーモンのサラダ、蒸し鶏、 
スクランブルエッグ、珍味、漬物、ご飯、フルーツ 

 洋風フライ弁当     １，８５０円（税別） 

幕の内 

酢豚、マーボなす、小籠包、カレイの唐揚げ、ミニ春巻、 
くらげ酢、ナムル、ザーサイ、ご飯、フルーツ 

 中華風弁当       １，５５０円（税別） 

幕の内 

ヒレカツ、海老フライ、あさりの玉子とじ、野菜サラダ、蒸し鶏、 
ポテトサラダ、珍味、漬物、ご飯、フルーツ 

 

ヒレカツ・海老フライ弁当 １，５５０円（税別） 

幕の内 

天ぷら、豚生姜焼き、煮物、焼鮭、玉子焼き、つくね串、 
珍味、漬物、ご飯、フルーツ 

 

幕の内 

  天ぷら弁当        １，５５０円（税別） 



◆◇◆◇ ご注文・お問合せ ◇◆◇◆ 

TEL：03-3780-0008 
Mail：info@forum-8.co.jp 

貸し会議室 
イベントスペース 

■ ご注文は10,000円以上から承ります。 
■ 2日前までにご注文ください。（大量のご注文予定は早めのご連絡、ご相談をお願いいたします。） 
■ キャンセル・変更はお届け日の前日11時までにご連絡ください。 
■ 前日11時以降のキャンセル・減数は減数相当額の100％をキャンセル料として申し受けます。 
■ 食材は季節、仕入れにより変更になる場合がございますので予めご了承ください。 

伝統の味シリーズ １ 

伝統の味シリーズ ２ 

 コロッケ・エビフライ・鮭そぼろ 

800円 (税別) 

〈容器ｻｲｽﾞ 210×210×35〉 

No. 
MT596 

 鮭塩焼き･鶏唐揚げ･野沢菜ちりめん 

700円 (税別) 

〈容器ｻｲｽﾞ 241×181×35〉 

No. 
MT910 

No. 
MT074 

 赤魚塩焼き・煮物・釜飯 

750円 (税別) 

〈容器ｻｲｽﾞ 241×181×35〉 

No. 
MT734 

No. 
GM005 

No. 
MT282 

 ハンバーグ・エビフライ 

800円 (税別) 

〈容器ｻｲｽﾞ 241×181×35〉 

  浜町 

1,500円 (税別) 

〈容器ｻｲｽﾞ 200×200×45〉 

  新幕の内 

1,000円 (税別) 

〈容器ｻｲｽﾞ 210×210×35〉 

  新両国 

1,500円 (税別) 

〈容器ｻｲｽﾞ 195×280×40〉 

No. 
GM007 

  新寿山 

1,200円 (税別) 

〈容器ｻｲｽﾞ 243×243×40〉 

No. 
GM008 

No. 
GM009 

  古都 

1,300円 (税別) 

〈容器ｻｲｽﾞ 243×243×40〉 

No. 
GM010 

No. 
GM011 

No. 
GM012 

  新若狭 

2,500円 (税別) 

〈容器ｻｲｽﾞ 200×200×45〉 

  新吉野 

1,200円 (税別) 

〈容器ｻｲｽﾞ 119×327×34〉 

  新宮島 

1,200円 (税別) 

〈容器ｻｲｽﾞ 119×327×34〉 



特選和重 ※ご用途に合わせて茶碗蒸し（500円）、お吸い物（200円）などもご用意させていただきます。  

お手頃アラカルトシリーズ 

 新越前和重 

1,500円 (税別) 

〈容器ｻｲｽﾞ 245×245×50〉 

No. 
GM013 

 新紀州和重 

1,800円 (税別) 

〈容器ｻｲｽﾞ 185×210×45（2段）〉 

No. 
GM014 

No. 
GM015 

 新能登和重 

2,000円 (税別) 

〈容器ｻｲｽﾞ 245×245×55〉 

No. 
GM016 

No. 
GM017 

No. 
GM018 

 高尾御膳 

2,500円 (税別) 

〈容器ｻｲｽﾞ 260×350×60〉 

 新葛城御膳 

3,000円 (税別) 

〈容器ｻｲｽﾞ 250×370×55〉 

 新嵯峨御膳 

5,000円 (税別) 

〈容器ｻｲｽﾞ 250×370×55〉 

 ハンバーグ・エビフライ 

650円 (税別) 

〈容器ｻｲｽﾞ 241×202×35〉 

No. 
MT221 

 鶏唐甘酢あん・チンジャオロース 

650円 (税別) 

〈容器ｻｲｽﾞ 241×202×35〉 

No. 
MT588 

No. 
MT850 

 天ぷら盛・釜飯 

650円 (税別) 

〈容器ｻｲｽﾞ 241×202×35〉 

No. 
MT852 

No. 
MT869 

No. 
MT929 

 チキングリル焼・サーモンフライ 

650円 (税別) 

〈容器ｻｲｽﾞ 241×202×35〉 

 鮭塩焼・コロッケ 

650円 (税別) 

〈容器ｻｲｽﾞ 241×202×35〉 

 赤魚・鶏みそ焼 

650円 (税別) 

〈容器ｻｲｽﾞ 241×202×35〉 

お吸い物、
茶碗蒸しが
つきます。 

ご飯、 
お吸い物、 
茶碗蒸しが 
つきます。 

◆◇◆◇ ご注文・お問合せ ◇◆◇◆ 

TEL：03-3780-0008 
Mail：info@forum-8.co.jp 

貸し会議室 
イベントスペース 

■ ご注文は10,000円以上から承ります。 
■ 2日前までにご注文ください。（大量のご注文予定は早めのご連絡、ご相談をお願いいたします。） 
■ キャンセル・変更はお届け日の前日11時までにご連絡ください。 
■ 前日11時以降のキャンセル・減数は減数相当額の100％をキャンセル料として申し受けます。 
■ 食材は季節、仕入れにより変更になる場合がございますので予めご了承ください。 



◆◇◆◇ ご注文・お問合せ ◇◆◇◆ 

TEL：03-3780-0008 
Mail：info@forum-8.co.jp 

貸し会議室 
イベントスペース 

■ 表示価格は全て税込価格です。 
■ 最終数量変更は3営業日前の午前中までにご連絡ください。 
■ 発注数、発注期間によっては対応できない場合もございますので、お早めにご相談ください。 
■ ご注文可能な最低発注金額は「790円～1,200円」、「1,400円～2,160円」それぞれの 
  価格帯で10個以上のご注文より発注可能です。 

月～土曜日配送可能  ※祝日は除く 

1 

5 6 ４ 

8 9 7 

2015年唐揚げグランプリ金賞 
塚田農場の看板商品をお弁当で 

800円 

自家製絶品タルタル 

チキン南蛮弁当   

[お弁当ｻｲｽﾞ] W22.0×D15.0×H3.5 

価格帯：800～1,200円 
 

お手頃お弁当 
◆ラインナップ◆ 

[お弁当ｻｲｽﾞ] W22.0×D15.0×H3.5 

宮城県女川町のブランド鮭 
「銀王」をしっとり漬け込んだ 
贅沢な塩焼で 

銀王幕ノ内弁当 1,000円 

[お弁当ｻｲｽﾞ] W24.9×D18.8×H4.8 

年齢層、性別問わず、 
幅広い方に楽しんでもらえる 
幕ノ内弁当です 

いろどり幕ノ内弁当 900円 

[お弁当ｻｲｽﾞ] W23.0×D23.0×H5.3 

米澤豚一番育ちと 
宮崎夢創鶏の共演 

おろポン豚しゃぶ＆ 
鶏唐揚げ弁当 850円 

2 

[お弁当ｻｲｽﾞ] W22.0×D15.0×H3.5 

自慢のタルタルソースを 
これでもか！というほどに 
味わえる一品 

タルだくチキン南蛮弁当 900円 

3 

[お弁当ｻｲｽﾞ] W21.0×D11.0×H5.0 

夢創鶏の炭火焼きと 
鶏そぼろ、塚だま入り玉子の 
彩り鮮やかなお弁当 

800円 
夢創鶏と塚だまの共演 

三種のいろ鶏どり弁当 

贅沢コラボ弁当シリーズver.1 

[お弁当ｻｲｽﾞ] W22.0×D15.0×H3.5 

柔らかジューシーで 
冷めても美味しい 
「北海道産黒牛」100％ 

1,000円 
藤原さんの 

ハンバーグ弁当 

丁寧に炊き上げた正統派 
「北海道産 星空の黒牛」 
使用の贅沢牛めし 

1,200円 
北海道産 星空の黒牛 

贅沢牛めし 

[お弁当ｻｲｽﾞ] W21.0×D11.0×H5.0 [お弁当ｻｲｽﾞ] W21.5×D14.8×H5.3 

旨みたっぷりの 
夢想鶏を味わいつくせます 

夢想鶏味わいつくし弁当 1,200円 
むそうどり 

11 10 

[お弁当ｻｲｽﾞ] W21.0×D11.0×H3.5 

ひとつひとつ本場宮崎と同じく 
炭火で焼き上げた逸品 

900円 
炭の薫りと夢創鶏の共演 

名物 炭火焼弁当 

[お弁当ｻｲｽﾞ] W23.0×D23.0×H5.3 

漬け魚専門竹八と 
宮崎夢創鶏の九州コンビ 

焼鯖西京吟醸漬け＆ 
鶏唐揚げ弁当 900円 

贅沢コラボ弁当シリーズver.2 

※2017.10.2 価格改定 

※2017.10.2 価格改定 

※2017.10.2 価格改定 



◆◇◆◇ ご注文・お問合せ ◇◆◇◆ 

TEL：03-3780-0008 
Mail：info@forum-8.co.jp 

貸し会議室 
イベントスペース 

■ 表示価格は全て税込価格です。 
■ 最終数量変更は3営業日前の午前中までにご連絡ください。 
■ 発注数、発注期間によっては対応できない場合もございますので、お早めにご相談ください。 
■ ご注文可能な最低発注金額は「790円～1,200円」、「1,400円～2,160円」それぞれの 
  価格帯で10個以上のご注文より発注可能です。 

平日・土曜日限定 

９ 10 

12 13 11 

15 16 14 

18 19 17 

20 

手ごねハンバーグ弁当   

[お弁当ｻｲｽﾞ] W24.9×D18.8×H4.8 

「北海道産黒牛」100％でつくる 

1,400円 

[お弁当ｻｲｽﾞ] W24.9×D18.8×H4.8 

塚田農場のおかずが目白押し 

[お弁当ｻｲｽﾞ] W17.5×D17.5×H5.8 

宮城県女川町･鈴木さんの 
ブランド鮭「銀王」でつくる 

[お弁当ｻｲｽﾞ] W28.1×D18.7×H4.5 

ｶﾆｸﾘｰﾑｺﾛｯｹをはじめとした 
副菜がいっそう豪華 

特製塚田農場弁当   1,400円 

銀鮭西京焼弁当   1,400円 贅沢手ごね ハンバーグ弁当   1,800円 

[お弁当ｻｲｽﾞ] W28.1×D18.7×H4.5 

塚田農場のおかず達を 
白浜さんの「さがびより」で食す 

特製 塚田農場幕ノ内   1,800円 

謙太郎幕の内   

[お弁当ｻｲｽﾞ] W28.1×D18.7×H4.5 

1,800円 

お米が主役のごちそう幕の内 

[お弁当ｻｲｽﾞ] W24.9×D18.8×H4.8 

お手頃特選焼肉弁当   1,800円 お手頃ステーキ弁当   

[お弁当ｻｲｽﾞ] W24.9×D18.8×H4.8 

1,900円 

「北海道産黒牛」のグリルステーキをお手頃価格で 

銀ダラ西京焼弁当   

[お弁当ｻｲｽﾞ] W24.9×D18.8×H4.8 

大型で脂の乗った銀ダラを西京焼きに 

1,９00円 

[お弁当ｻｲｽﾞ] W28.1×D18.7×H4.5 

キメ細かなサシからじんわり広がる甘味 

特選 焼肉弁当   2,060円 

[お弁当ｻｲｽﾞ] W28.1×D18.7×H4.5 

「北海道産黒牛」のステーキに加えて副菜も豪華に 

ステーキ弁当  2,160円 

[お弁当ｻｲｽﾞ] W28.1×D18.7×H4.5 

人気の2品を盛り合わせた、贅沢なお弁当が登場 

ステーキ弁当  2,560円 

「北海道産黒牛」の 
特選焼肉をお手頃価格で 

価格帯：1,400～2,160円 
 

贅沢素材お弁当 
◆ラインナップ◆ 



￥1,500（税別） 

折詰 銀のすき焼  上黒毛和牛 折詰 すき焼弁当  黒毛和牛 

￥1,620（税込） 

折詰 すき焼丼  黒毛和牛 

￥1,296（税込） 

折詰 匠 たくみ 

￥2,160（税込） 

◆◇◆◇ ご注文・お問合せ ◇◆◇◆ 

TEL：03-3780-0008 
Mail：info@forum-8.co.jp 

貸し会議室 
イベントスペース 

■ ご注文は何個からでもお受けいたします。（1～2個の少数の場合は一度ご相談ください。） 
■ お届け日2営業日前までにご注文ください。（「※」印の商品は3営業日前の14:00まで） 
■ 数量の変更は2営業日前の16:00までにご連絡ください。（「※」印の商品は3営業日前の14:00まで） 
■ 2営業日前16:00以降のキャンセル（個数減）は、商品代金の50％を頂戴いたします。 
■ 1営業日前17:00以降は商品代金の100％を頂戴いたします。予めご了承ください。 
■ （「※」印の商品はキャンセル規定が異なります。詳しくはお問い合わせください。） 
■ 季節により献立の一部が変わることがございます。 
■ 本品製造工場では「えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生」を含む製品を生産しています。 

４４９ 

昭和おもひで弁当 浅草 

18.5×10.5×7.4cm １，０８０円(税込) 

694kcal 特定原材料:えび､小麦､卵､乳 

４５０ 

鶏わっぱめし 浅草 

20.0×12.7×4.0cm ９１８円(税込) 

518kcal 特定原材料:小麦､卵 

４５１ 

鶏の江戸味噌焼き弁当 浅草 

20.0×12.0×4.1cm ９７２円(税込) 

608kcal 特定原材料:小麦､卵､乳 

４５２ 

やわらか焼き鳥弁当 

20.7×11.0×4.0cm ９７２円(税込) 

556kcal 特定原材料:小麦､卵､乳 

４４５ 

鶏三昧 

27.8×18.0×4.0cm １，０８０円(税込) 

765kcal 特定原材料:えび､小麦､卵､乳 

４４６ 

チキンシュウマイ弁当 浅草 

20.0×14.5×4.0cm ９７２円(税込) 

667kcal 特定原材料:小麦､卵､乳 

４４７ 

うなとり弁当 浅草 

20.0×12.0×4.1cm ２，１６０円(税込) 

634kcal 特定原材料:小麦､卵 

国産うなぎ使用 ４４８ 

鶏すき弁当 浅草 

28.2×15.4×3.5cm １，０８０円(税込) 

608kcal 特定原材料:小麦､卵､乳 

４５７ 

寿 ことぶき 

23.9×19.9×4.0cm ８６４円(税込) 

600kcal 特定原材料:小麦､卵､乳 

４５９ 

馬 道 うまみち 

23.9×19.9×4.0cm ７５６円(税込) 

509kcal 特定原材料:えび､小麦､卵､乳 

４５６ 

千 和 せんわ 

23.9×19.9×4.0cm ８６４円(税込) 

541kcal 特定原材料:えび､小麦､卵､乳 

４５３ 

象 潟 きさかた 

28.0×19.5×4.0cm １，０８０円(税込) 

668kcal 特定原材料:小麦､卵､乳 

４５４ 

牛しゃぶおろしポン酢弁当 

24.2×18.4×4.0cm １，０８０円(税込) 

591kcal 特定原材料:小麦､卵､乳 

４５５ 

花川戸 はなかわど 

21.2×21.2×4.0cm ８９６円(税込) 

615kcal 特定原材料:小麦､卵､乳 

４６４ 

お魚照り焼弁当 

23.9×19.9×4.0cm ９７２円(税込) 

510kcal 特定原材料:小麦､卵､乳 



￥1,500（税別） 

折詰 銀のすき焼  上黒毛和牛 折詰 すき焼弁当  黒毛和牛 

￥1,620（税込） 

折詰 すき焼丼  黒毛和牛 

￥1,296（税込） 

折詰 匠 たくみ 

￥2,160（税込） 

４６５ 

千 草 ちぐさ 

22.5×22.5×4.0cm １，０８０円(税込) 

788kcal 特定原材料:えび､小麦､卵､乳 

４６６ 

ちらし寿司弁当 

21.2×21.2×4.0cm ９１８円(税込) 

681kcal 特定原材料:小麦､卵､乳 

４６７ 

猿 若 さるわか 

21.2×21.2×4.0cm ９７２円(税込) 

627kcal 特定原材料:かに､小麦､卵､乳 

４６１ 

牛すき弁当 

19.7×12.0×3.7cm １，１８８円(税込) 

601kcal 特定原材料:小麦､卵､乳 

４６２ 

三色そぼろ弁当 

20.0×12.7×4.0cm ９１８円(税込) 

513kcal 特定原材料:小麦､卵 

東京 

４６０ 

江戸深川めし 

20.0×12.7×4.0cm １，０２６円(税込) 

432kcal 特定原材料:小麦､卵､乳 

東京 

４６３ 

下町のおふくろ弁当 

20.0×14.0×3.3cm １，０８０円(税込) 

546kcal 特定原材料:小麦､卵､乳 

東京 

４７０ 

チキン南蛮弁当 

27.8×18.0×4.0cm ９７２円(税込) 

950kcal 特定原材料:小麦､卵､乳 

下町 

４７２ 

若鶏の唐揚げ弁当 

27.8×18.0×4.0cm ８６４円(税込) 

736kcal 特定原材料:小麦､卵､乳 

４７３ 

チキンのまろやかトマト煮弁当 

24.2×18.4×4.0cm ８１０円(税込) 

544kcal 特定原材料:小麦､卵､乳 

４８１ 

ひれかつ弁当 

27.8×18.0×4.0cm ９７２円(税込) 

683kcal 特定原材料:小麦､卵､乳 

下町 

４６８ 

ミックスフライ弁当 

27.8×18.0×4.0cm ９７２円(税込) 

728kcal 特定原材料:えび､小麦､卵､乳 

４６９ 

デミグラハンバーグ弁当 

27.8×18.0×4.0cm ９１８円(税込) 

626kcal 特定原材料:小麦､卵､乳 

４７４ 

鶏チリソース弁当 

24.2×18.4×4.0cm ９１８円(税込) 

736kcal 特定原材料:小麦､卵､乳 

４７５ 

ぷりっと海老カツ弁当 

24.2×18.4×4.0cm ９７２円(税込) 

716kcal 特定原材料:えび､小麦､卵､乳 

◆◇◆◇ ご注文・お問合せ ◇◆◇◆ 

TEL：03-3780-0008 
Mail：info@forum-8.co.jp 

貸し会議室 
イベントスペース 

■ ご注文は何個からでもお受けいたします。（1～2個の少数の場合は一度ご相談ください。） 
■ お届け日2営業日前までにご注文ください。（「※」印の商品は3営業日前の14:00まで） 
■ 数量の変更は2営業日前の16:00までにご連絡ください。（「※」印の商品は3営業日前の14:00まで） 
■ 2営業日前16:00以降のキャンセル（個数減）は、商品代金の50％を頂戴いたします。 
■ 1営業日前17:00以降は商品代金の100％を頂戴いたします。予めご了承ください。 
■ （「※」印の商品はキャンセル規定が異なります。詳しくはお問い合わせください。） 
■ 季節により献立の一部が変わることがございます。 
■ 本品製造工場では「えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生」を含む製品を生産しています。 



￥1,500（税別） 

折詰 銀のすき焼  上黒毛和牛 折詰 すき焼弁当  黒毛和牛 

￥1,620（税込） 

折詰 すき焼丼  黒毛和牛 

￥1,296（税込） 

折詰 匠 たくみ 

￥2,160（税込） 

４７６ 

中華風弁当 

24.2×18.4×4.0cm ９１８円(税込) 

717kcal 特定原材料:えび､小麦､卵 

５０２ 

助六寿司（※） 

16.9×11.5×2.7cm ６４８円(税込) 

552kcal 特定原材料:小麦､卵､乳 

下町 

４７１ 

おむすび弁当（※） 

25.6×15.5×2.7cm ７３４円(税込) 

536kcal 特定原材料:小麦､卵､乳 

下町 

５０１ 

サンドウィッチ（※） 

16.5×11.0×4.0cm ７０２円(税込) 

483kcal 特定原材料:小麦､卵､乳 

下町 

５４１ 

うなぎ巻（※） 

13.3×8.8×4.8cm ７５０円(税込) 

366kcal 特定原材料:小麦､卵 

５４２ 

唐揚げ巻（※） 

13.3×8.8×4.8cm ５４０円(税込) 

468kcal 特定原材料:小麦､卵 

４７７ 

三社権現 さんじゃごんげん 

26.5×18.0×5.1cm ２，１６０円(税込) 

783kcal 特定原材料:小麦､卵､乳 

４８３ 

千束熊手 せんぞくくまで 

28.6×19.1×4.5cm １，７２８円(税込) 

688kcal 特定原材料:小麦､卵､乳 

４８５ 

板長の逸品 

20.0×14.5×4.0cm １，２９６円(税込) 

616kcal 特定原材料:小麦､卵､乳 

江戸 

４８７ 

花柳界 かりゅうかい 

26.0×13.0×4.5cm １，９４４円(税込) 

649kcal 特定原材料:えび､小麦､卵､乳 

江戸 

４８０ 

羽子板 

25.0×25.0×6.0cm １，６２０円(税込) 

555kcal 特定原材料:えび､小麦､卵､乳 

４７９ 

宝の舞 

38.0×26.5×6.5cm ３，５６４円(税込) 

943kcal 特定原材料:えび､小麦､卵､乳 

４７８ 

ほおずき 

38.0×26.5×6.5cm ２，１６０円(税込) 

701kcal 特定原材料:えび､小麦､卵､乳 

５４３ 

お吸物 
３２４円(税込) 

特定原材料:えび､小麦､卵 

120kcal 

４８２ 

茶碗蒸し 
６４８円(税込) 

特定原材料:えび､小麦､卵 

85kcal 

５４４ 

フルーツ小鉢 
７０２円(税込) 

特定原材料:なし 

24kcal 

◆◇◆◇ ご注文・お問合せ ◇◆◇◆ 

TEL：03-3780-0008 
Mail：info@forum-8.co.jp 

貸し会議室 
イベントスペース 

■ ご注文は何個からでもお受けいたします。（1～2個の少数の場合は一度ご相談ください。） 
■ お届け日2営業日前までにご注文ください。（「※」印の商品は3営業日前の14:00まで） 
■ 数量の変更は2営業日前の16:00までにご連絡ください。（「※」印の商品は3営業日前の14:00まで） 
■ 2営業日前16:00以降のキャンセル（個数減）は、商品代金の50％を頂戴いたします。 
■ 1営業日前17:00以降は商品代金の100％を頂戴いたします。予めご了承ください。 
■ （「※」印の商品はキャンセル規定が異なります。詳しくはお問い合わせください。） 
■ 季節により献立の一部が変わることがございます。 
■ 本品製造工場では「えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生」を含む製品を生産しています。 



◆◇◆◇ ご注文・お問合せ ◇◆◇◆ 

TEL：03-3780-0008 
Mail：info@forum-8.co.jp 

貸し会議室 
イベントスペース 

￥1,000（税別） 

■ ご注文は税込1,000円から承ります。 
■ ご注文の個数が多い場合は、なるべく前日までにご注文ください。 
■ 素材を吟味している都合上、内容がメニューと異なる場合がございます。 
■ 全てのお米は国産米を使用しています。 

▮ 本格膳 吟味された上品なおもてなし膳。 

[

税
込] ￥１,４００ おばんざい御膳 

鱈山椒焼き、蓮根煮、梅麩煮、さつまいもレモン煮、菜の
花のピーナッツ和え、湯葉巻チキン煮と野菜の炊き合わ
せ （牛蒡・椎茸煮・梅型人参）、きぬさや 

ごはん大盛り 
＋￥100 【 】 

[

税
込] ￥１,４００  萬作彩り膳 

赤魚の塩焼き、はじかみ、炭火若鶏のきじ焼き、葱入り玉
子焼き、黒豆と大豆のたいたん、二色巻き、ほうれん草お
浸し、2色のふんわり蒸し・海老入り野菜あんかけ 

ごはん大盛り 
＋￥100 【 】 

[

税
込] ￥１,４００ 柔らかビーフシチュー膳 

ごはん大盛り 
＋￥100 【 】 

ビーフシチュー、ジャーマンポテト、ほうれん草とコーンの
ソテー、茄子のトマトソース掛け、パスタ、人参、ブロッコ
リー 

[

税
込] ￥１,４００ ミックスグリル膳 

ごはん大盛り 
＋￥100 【 】 

ハンバーグ・デミグラスソース、ハーブチキン、ソーセージ、
地中海野菜のグリル、パスタ・ぺペロンチーノ、ツナと豆の
メキシカン風、いんげんソテー 

▮ 特選御膳 もてなす気持ちを大切に‥‥心を込めた上級の御膳を取り揃えました。 

[

税
込] ￥１,７００ 和風割子御膳 

ぶり照り焼き、ふわふわしんじょの生姜あん、はじかみ、
豚肉の柳川風、海老焼き、玉子焼き、かまぼこ、蓮根煮、
きぬさや、豆腐ステーキ・白胡麻だれ、翡翠茄子の土佐
あんかけ、和菓子、ゆかりご飯、炊き込みごはん 

[

税
込] ￥２,０００ 

【和風の升】ぶり照焼き、萬作刻印玉子焼き、小松菜と炒
り玉ねぎの和え物 【洋風の升】スペアリブ、ペンネ・グリー
ンソース和え、南瓜のタルト 【中華の升】海老チリソース、
焼売、ビーフン・オイスターソース、ブロッコリー 【御飯の
升】ひじきご飯（芽ぐみ米50%使用） 

[

税
込] ￥２,２００ 京の松花堂 伏見弁当 

【一の升】赤魚塩焼き、若鶏のしそ胡麻焼き、彩りなます、
京風出し巻き 【二の升】海老旨煮、笹蒲鉾、がんも、筍
煮、人参煮、六角里芋煮、梅麩 【三の升】大根と湯葉包
みの海老あんかけ 【四の升】炊き込みご飯 

萬作 折詰弁当 

萬作お得膳 

鮭西京焼き、若鶏の胡麻照り焼き、玉子焼
き、かまぼこ、きぬさや、酢ごぼう、野菜の炊
き合わせ・ゆずあんかけ、蓮根梅肉和え、高
野豆腐、菜の花のお浸し 

ごはん大盛り 
＋￥100 【 】 

[

税
込] 

￥１,１００ 中華幕の内弁当 

ごはん大盛り 
＋￥100 【 】 

麻婆茄子、豚角煮、木耳（キクラゲ）と卵の
和え物、青椒肉絲（チンジャオロース）、野
菜と春雨の中華サラダ仕立て、豆腐の蟹あ
んかけ 

[

税
込] 

￥１,１００ 

▮ おもてなし膳 こだわりの献立を取り揃えた幕の内…大切な会食シーンにおすすめしています。 
[

税
込] 

￥１,１００ 嵐山（京風幕の内） 

ホキの白照焼き、たたきごぼう、はじかみ、
切り干し大根の南蛮煮、人参煮炊き合わせ
（角大半揚げ、椎茸煮、生麩煮、きぬさや）、
だし巻たまご、ほうれん草ときのこの和え、 
根菜の白和え 

ごはん大盛り 
＋￥100 【 】 

[

税
込] 

￥１,１００ 和風幕の内弁当 

さばの照焼き、鶏の竜田揚げ、玉子焼き、
かまぼこ、ブロッコリー、ちぎり揚げ、筍の土
佐煮、にしん昆布巻き、人参煮、菜の花の
ピーナッツ和え、ひじきの白和え 

ごはん大盛り 
＋￥100 【 】 

洋風幕の内弁当 

ごはん大盛り 
＋￥100 【 】 

ハンバーグデミグラスソース、ナポリタン風
パスタ、小松菜とコーンのバターソテー、
エビフライ（タルタルソース付）、ポークウィ
ンナー、ポテトの粒マスタードサラダ、オム
レツのトマトソース掛け、ブロッコリー 

[

税
込] 

￥１,１００ 

▮ 萬作亭 ご飯に合う定番のメニューをラインナップ。「萬作亭」のこだわり定食。 

[

税
込] ￥１,１００ 

とんかつ定食 白米 
１．５倍 
増量 

味噌汁 
付き [

税
込] ￥１,１００ 

和風照焼き 
 ハンバーグ定食 

白米 
１．５倍 
増量 

味噌汁 
付き 

[

税
込] ￥１,１００ 

生姜焼き定食 白米 
１．５倍 
増量 

味噌汁 
付き 

[

税
込] ￥１,１００ 

唐揚げ定食 白米 
１．５倍 
増量 

味噌汁 
付き 



◆◇◆◇ ご注文・お問合せ ◇◆◇◆ 

TEL：03-3780-0008 
Mail：info@forum-8.co.jp 

貸し会議室 
イベントスペース 

■ ご注文は税込1,000円から承ります。 
■ ご注文の個数が多い場合は、なるべく前日までにご注文ください。 
■ 素材を吟味している都合上、内容がメニューと異なる場合がございます。 
■ 全てのお米は国産米を使用しています。 

▮ 盛り合わせ膳 わくわく感いっぱい！おすすめの弁当。 

[

税
込] ￥１,０００ 和風盛り合わせ膳 

鯖照焼き、メンチカツ、さつま揚げ、厚焼き玉子、焼売、
バター醤油風味パスタ、ちんげん菜ともやしの塩あん和え、
切り干し大根のマヨネーズ仕立て 

ごはん大盛り 
＋￥100 【 】 

[

税
込] ￥１,０００ 洋風盛り合わせ膳 

チキンステーキ、ミニハンバーグ、カレーコロッケ、オムレ
ツ、ほうれん草コーンソテー、パスタ、気まぐれ惣菜1品 

ごはん大盛り 
＋￥100 【 】 

[

税
込] ￥１,０００ 中華盛り合わせ膳 

ごはん大盛り 
＋￥100 【 】 

唐揚の甘酢あん掛け、中華油そば、ニラ玉、焼売の中華
風あんかけ、もやしとわかめの中華和え 

[

税
込] ￥１,０００ やわらぎ弁当 

ごはん大盛り 
＋￥100 【 】 

さば照焼き、豆腐ハンバーグ・だしあんかけ、菜の花煮
浸し、ビーフン煮の卵和え、一口がんも煮、人参煮、ひじ
き豆、チンゲン菜の胡麻和え、切干大根煮 

[

税
込] ￥１,０００ 豆腐ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ&かき揚弁当 

豆腐ハンバーグ7種の野菜ソース掛け、かき揚げ、玉子
焼き、和風バター醤油パスタ青根菜を添えて、あんかけ
焼売、切干大根、ブロッコリー 

ごはん大盛り 
＋￥100 【 】 

[

税
込] ￥１,０００ 洋風ミックス弁当 

ハンバーグホワイトソース、オムレル、カレーコロッケ、唐
揚げ、ナポリタンペンネ、キャベツと赤ピーマンの温野菜 

ごはん大盛り 
＋￥100 【 】 

[

税
込] ￥１,０００ 回鍋肉弁当 

ごはん大盛り 
＋￥100 【 】 

回鍋肉、韮ともやしのナムル、白身魚フライ、パスタ、ビー
フンと野菜の和え物 

[

税
込] 

￥８８０ 和風お楽しみ弁当 

鮭塩焼、きんぴらつくね串、厚焼き玉子、唐揚
げ、枝豆焼売、かまぼこ、煮物、ブロッコリー 

ごはん大盛り 
＋￥100 【 】 

洋風お楽しみ弁当 

グリルチキン、厚焼き玉子、枝豆焼売、パスタ、
洋風野菜ミックス、かまぼこ 

ごはん大盛り 
＋￥100 【 】 

[

税
込] 

￥８８０ 中華お楽しみ弁当 

竜田唐揚げ、エビチリ、肉団子、鶏肉の二色
巻、枝豆焼売、厚焼き玉子 

ごはん大盛り 
＋￥100 【 】 

[

税
込] 

￥８８０ ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ･目玉焼き弁当 

ごはん大盛り 
＋￥100 【 】 

ﾁｰｽﾞｲﾝﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ（ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ）、ｳｨﾝ
ﾅｰ、洋風野菜ミックス、目玉焼き、枝豆焼売 

[

税
込] 

￥８８０ かに玉･唐揚げ弁当 

ごはん大盛り 
＋￥100 【 】 

かに玉、和風竜田あげチリソース掛け、枝豆
焼売、ブロッコリー 

[

税
込] 

￥８８０ 

▮ お楽しみ弁当 お求めやすいお手頃価格、５アイテムをラインナップ。 

▮ セレクトカレー ￥1,080-   

[

税
込] 

ライス大盛り ￥１,１８０- 
ナン単品  ￥３１５- 

[

税
込] 

【STEP①】 
 

ごはんセレクト 
 （１種類） 

白米 バターライス 芽ぐみ米 ナン 

【STEP②】 
 

カレーソースセレクト 
    （２種類） 

①野菜具だくさんカレー ②インド風ビーフカレー ④エビカレー ⑥トロピカルビーフカレー 

⑦ビーフストロガノフ ⑧ほうれん草チキンカレー ⑨チキンマサラカレー ⑫ひき肉のトマトカレー 
※お届けイメージ 



◆◇◆◇ ご注文・お問合せ ◇◆◇◆ 

TEL：03-3780-0008 
Mail：info@forum-8.co.jp 

貸し会議室 
イベントスペース 

■ ご注文は税込1,000円から承ります。 
■ ご注文の個数が多い場合は、なるべく前日までにご注文ください。 
■ 素材を吟味している都合上、内容がメニューと異なる場合がございます。 
■ 全てのお米は国産米を使用しています。 

▮ 萬作亭の御重 吟味された極上素材を贅沢に、萬作こだわりの逸品です。            ※うどんと一緒にご注文で100円引 

[

税
込] ￥７８０ あじフライ弁当 チキンかつ弁当 

[

税
込] ￥７８０ 鰈の天ぷら弁当 

[

税
込] ￥７８０ 鰤の照焼弁当 

[

税
込] ￥７８０ 

▮ ご予約専門弁当 【2日前までのご予約】【15個以上のご注文】につきご注文いただけます。（数量変更は前日12:00まで） 

[

税
込] 

￥１,０００ 

ロコモコ重 
（チースinハンバーグ） 

[

税
込] 

￥１,２００ 

エビチリ重 

[

税
込] 

￥１,０００ 

すき焼き重 
（半熟玉子のせ） 

[

税
込] 

￥１,０００ 

やわらか豚角煮重 

[

税
込] 

￥２,０００ 

特選うな重 

ご飯大盛り＋￥１００ ご飯大盛り＋￥１００ ご飯大盛り＋￥１００ ご飯大盛り＋￥１００ ご飯大盛り＋￥１００ 

[

税
込] 

￥１,８００ 

サイコロステーキ重
（半熟玉子のせ） 

[

税
込] 

￥１,０００ 

かつ重 

[

税
込] 

￥１,５００ 

オムライス重 

[

税
込] 

￥１,１００ 

ヒレかつ重 

[

税
込] 

￥１,０００ 

開花重 
（牛肉の卵とじ） 

ご飯大盛り＋￥１００ ご飯大盛り＋￥１００ ご飯大盛り＋￥１００ 

▮ 温かい萬作亭のうどん 御重との相性抜群。                       ※御重と一緒にご注文で100円引    

[

税
込] 

￥６８０ 

月見うどん 

[

税
込] 

￥７８０ 

カレーうどん 

[

税
込] 

￥５８０ 

キツネうどん 

[

税
込] 

￥６８０ 

肉うどん 


