
御膳御膳 GOZEN

価格は手頃でも、中身は充実。

ご飯は、大きな釜でふっくらと

炊き上げました。

焼きたて、揚げたて、炊きたてで、

味・ボリューム・価格ともに

花マルの手作り弁当です。

花丸和風膳
鮭の塩焼き、つくね串、アジたたき磯部揚げ、なすの揚げ煮、

炊き合わせ、高野豆腐、小松菜の煮浸し、玉子焼き。

ごはんが選べますごはんが選べます

1,100 円（税込）

特撰御膳・御膳の

白ごはん大盛り………
竹の子ごはん…………

+110 円（税込）
+308 円（税込）

熟成若鶏の照焼き膳

若鶏の照焼き、菜の花のお浸し、玉子焼き、

海老しんじょう、和惣菜、漬物。

1,056 円（税込）

鯖の味噌煮膳

鯖の味噌煮、煮物、玉子焼き、肉団子、

がんも、惣菜、漬物。

1,001 円（税込）

花丸幕の内弁当

焼鮭、コロッケ、海老しんじょう、

玉子焼き、かまぼこ、野菜の煮しめ、

れんこんきんぴら煮、惣菜。

990 円（税込）

ハンバーグ＆
　　　海老フライ膳

特製デミグラスソースのハンバーグと

海老フライが一度に楽しめます。

990 円（税込）

花丸洋風膳

チキンステーキ、蟹クリームコロッケ、

ヒレカツ、プレーンオムレツ。

1,100 円（税込）

チキン南蛮膳

甘酸っぱいタレとたっぷりのタルタル

ソースが絶妙のおいしさです。

990 円（税込）

豚の生姜焼き膳

国産もち豚をマイルドな生姜焼きに

しました。

990 円（税込）

唐揚げ膳

ジューシーな若鶏の唐揚げとお惣菜。

＋40円（税込）で甘酢たれを追加できます。

935 円（税込）

花丸中華膳

鶏の甘酢あん、上海焼きそば、麻婆豆腐、

小松菜の中華和え、玉子ロール。

1,100 円（税込）

花丸中華弁当

甘酢肉団子、春巻き、唐揚げ、春雨サラダ、

シュウマイ、ゴマ団子、惣菜。

990 円（税込）

人気商品

甘酢たれ

■一部商品はリニューアルする場合がございます。

■ ご注文は税込 1,100 円以上から承ります。 

■ 前日 15:00 までにご注文ください。 

■ キャンセル・変更はお届け日の前日 15:00 までにご連絡ください。

■ お届け日の前日 17:00 以降の減数・キャンセルは減数相当額の 100％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。

■ 2019 年 10 月以降、消費税は 10％です。

■ 消費税の計算上、ご請求の際に合計額が異なる場合がございます。

ご予約・お問い合わせ
03-3780-0008

info@forum-8.co.jp
貸し会議室・イベントホール



■ ご注文は税込 1,100 円以上から承ります。 

■ 前日 15:00 までにご注文ください。 

■ キャンセル・変更はお届け日の前日 15:00 までにご連絡ください。

■ お届け日の前日 17:00 以降の減数・キャンセルは減数相当額の 100％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。

■ 2019 年 10 月以降、消費税は 10％です。

■ 消費税の計算上、ご請求の際に合計額が異なる場合がございます。

ご予約・お問い合わせ
03-3780-0008

info@forum-8.co.jp
貸し会議室・イベントホール

特撰御膳特撰御膳
TOKUSEN GOZEN

温かいお料理と冷たいお料理。

炊き立てのご飯。厳選素材。

華麗な彩りはそのままに。

こだわりの「御膳」を

ご賞味くださいませ。

幕の内御膳

鮭の塩焼き、鶏つくね、煮物、厚焼き玉子蟹風味あん、

高野豆腐、かぼちゃと豆腐のさつま揚げ、

海老しんじょう、小松菜のお浸し、金平ごぼう。

1,243 円（税込）

特製ハンバーグ御膳

目玉焼き付のデミグラスソースか、大根おろしの

和風ソース、トマトソースをお選びください。

（デミグラス・和風おろし・トマトソース）

1,243 円（税込）

牛焼肉御膳

特製ダレに漬けこんだ牛カルビ。肉のうまみを

ストレートに味わっていただけます。

1,243 円（税込）

さわらの塩麹焼き和食御膳

柔らかくジューシーなさわらの塩麹焼きと人気の

和食惣菜を詰め合わせました。

1,379 円（税込）

特製 BIG ハンバーグ御膳

BIGサイズの特製ハンバーグです。

（デミグラス・和風おろし・トマトソース）

1,463 円（税込）

チーズチキンのトマト煮込
焼き御膳

手仕込みﾁｷﾝをトマトベースで煮込み、焼きチーズで

仕上げました。

肉団子の黒酢あん、シュウマイ、鶏のチリソース、

豆腐の中華風そぼろ、上海焼きそば、ギョーザ。

1,379 円（税込）

中華御膳

1,243 円（税込）
昔ながらの洋食ビーフカツレツ。お好みのソースを

お選びください。110ｇのカツ。

ビーフカツレツ御膳
（デミグラスソース・トマトソース）

1,221 円（税込）

チーズインハンバーグ御膳

ハンバーグの中から濃厚なチーズがとろ～りと

出てきます。

大ぶりの油淋鶏と、食べ応えのある揚げ野菜を

たっぷり！

1,353 円（税込）

（デミグラス・和風おろし・トマトソース）

トマトソースのハンバーグ、プレーンオムレツ、

ほうれん草のフィットチーネホワイトソース、

チキンソテー、茄子のトマトバジルソース、

キャベツとベーコンの炒め煮。

洋風御膳

1,243 円（税込）

油淋鶏と中華肉団子の御膳

1,379 円（税込）

■一部商品はリニューアルする場合がございます。



フタを開けてテンション

上がること間違いなし！

食べてボリュームに

驚くこと間違いなし！

独り占めしたくなる

BOXごはんを是非ご賞味下さい。

はずれのない鶏の照り焼きはずれのない鶏の照り焼き
鶏の照り焼き、なたね玉子、炊き合わせ、

その日の逸品、他

おっきい出し巻きと焼きしゃけおっきい出し巻きと焼きしゃけ
出し巻き玉子、焼きシャケ、炊き合わせ、

その日の逸品、つくねバーグ

さと芋の海老包あげと　
てっぱんのおかず

さと芋の海老包あげと　
てっぱんのおかず

さと芋海老包揚げ、玉子焼き、さば塩焼き、

炊き合わせ、大焼売、他

昔ながらのハンバーグ昔ながらのハンバーグ
てこねハンバーグ、スクランブルエッグ、

炊き合わせ、その日の逸品、他

まちがいない幕の内BOXまちがいない幕の内BOX
さば塩焼き、つくねバーグ、生ハムミニクロケット、

キャラメル仕立てスイートポテト、なたね玉子、他

シュッとしてる！まかない中華シュッとしてる！まかない中華
こだわりチャーハン、グリルチキン、春巻、甘酢

だんご、ブロッコリー、その日の副菜２種

チャーハンチャーハン

魅惑の茶色いおかずと
　　　　　　　おかかめし
魅惑の茶色いおかずと
　　　　　　　おかかめし
鶏のから揚げ、生ハムミニクロケット、肉だんご、

キャラメル仕立てスイートポテト、他

おかかめしおかかめし

ご
馳
走
屋

　
　
　
惣
兵
衛

ご
馳
走
屋

　
　
　
惣
兵
衛

ボックス

BOXごはんBOXごはん
891 円（税込）

■ ご注文は税込 1,100 円以上から承ります。 

■ 前日 15:00 までにご注文ください。 

■ キャンセル・変更はお届け日の前日 15:00 までにご連絡ください。

■ お届け日の前日 17:00 以降の減数・キャンセルは減数相当額の 100％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。

■ 2019 年 10 月以降、消費税は 10％です。

■ 消費税の計算上、ご請求の際に合計額が異なる場合がございます。

ご予約・お問い合わせ
03-3780-0008

info@forum-8.co.jp
貸し会議室・イベントホール



季節の味季節の味

お重お重OJYU

うどんセットにできます

A, かきあげ………

B, きつね…………
+506 円（税込）

+506 円（税込）

※大盛りは 110 円（税込）プラス
　です。
※お重の大盛りはどんぶり容器
　になります。
※写真は盛付け例です。　

期間
限定

春の惣兵衛御膳春の惣兵衛御膳
選べるごはん、梅しそ竜田揚げ、桜海老のふわふわ豆腐、かつお筍、

玉子焼き、とうもろこしの香ばし揚げ、鰆の西京焼き、くず抹茶

1,547 円（税込） 春の花丸膳春の花丸膳
選べるごはん、梅しそ竜田揚げ、桜海老のふわふわ豆腐、

かつお筍、玉子焼き、惣菜

1,267 円（税込）

ロースカツ重ロースカツ重

1,353 円（税込）

海老フライ重海老フライ重

1,529 円（税込）

チキンカツ重チキンカツ重

1,188 円（税込）

ビビンバ丼ビビンバ丼

1,012 円（税込）

若鶏の親子重若鶏の親子重

979 円（税込）

ひれカツ重ひれカツ重

1,562 円（税込）

特上鰻重特上鰻重

2,035 円（税込）

味噌カツ重・
ソースカツ重
味噌カツ重・
ソースカツ重
各1,353 円（税込）

6/30 まで6/30 まで

期間
限定

6/30 まで6/30 まで

■ ご注文は税込 1,100 円以上から承ります。 

■ 前日 15:00 までにご注文ください。 

■ キャンセル・変更はお届け日の前日 15:00 までにご連絡ください。

■ お届け日の前日 17:00 以降の減数・キャンセルは減数相当額の 100％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。

■ 2019 年 10 月以降、消費税は 10％です。

■ 消費税の計算上、ご請求の際に合計額が異なる場合がございます。

ご予約・お問い合わせ
03-3780-0008

info@forum-8.co.jp
貸し会議室・イベントホール

ごはんが選べます
竹の子ごはん・ちらし寿司

ごはんが選べます
竹の子ごはん・ちらし寿司

旬彩御膳旬彩御膳
弐舞膳のごはんは
お選びいただけます
A, ちらし寿司………

B, 竹の子ごはん……

C, あさりごはん……

D, 五穀ひじきごはん

E, 鶏ごぼうごはん

+  55 円（税込）

+110 円（税込）

+110 円（税込）

※季節によりメニューが異なる
　場合があります。

鰆の西京焼き、海老煮、炊き合わせ、鶏の網焼き、

あさりの山葵和え、黒豆、さつま芋の甘煮、海老

しんじょう、竹の子土佐煮、かやくごはん、煮物。

特撰弐舞膳
と く せ ん に ま い ぜ ん

1,980 円（税込）

旬彩九枡膳  煌
しゅんさいきゅうますぜん  きらめき

季節のご飯、煮物、鰆の西京焼き、

海老しんじょう、アジたたき磯辺揚げ、

なます、鶏の網焼き、和菓子など。

1,628 円（税込）

旬彩九枡膳  紅
しゅんさいきゅうますぜん  くれない

竹の子ご飯、ゆずみそご飯、練梅

ご飯、鶏天、里芋の海老包揚げ、

玉子焼き、さば塩焼き、

海老しんじょう、ミニおさつ、惣菜

1,210 円（税込）

竹の子ごはん竹の子ごはん

ちらし寿司ちらし寿司 竹の子ごはん竹の子ごはん
ちらし寿司ちらし寿司


