まい泉のおいしいお弁当

※記載のサイズは、
お弁当箱のサイズとなります。

お楽しみ弁当

お求めやすい価格で、
本格的な味わい。

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。

サンド・バーガー入りのお弁当

ミックスフライ弁当

お好み弁当

かつみ

杏（ あんず ）

1,112円（本体価格）

695円（本体価格）

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

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

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

ヒレかつサンド、
鮭おにぎり、
梅おにぎり、
玉子焼、
ウィンナー

縦21.5×横18×高さ4.5㎝

縦21.5×横18×高さ4.5㎝

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

縦21.5×横21.5×高さ4.5㎝

縦14.5×横18×高さ5㎝

ハンバーグ弁当

いろいろ弁当

楓（ かえで ）

福（ ふく ）

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

ヒレ一口かつ、
焼鮭、鶏照焼き、
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、御飯、新香

縦21.5×横18×高さ4.5㎝

縦21.5×横18×高さ4.5㎝

まい泉のり弁

銀鮭弁当

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

ヒレ一口かつ、
エビフライ、
エビクリームコロッケ、
銀ヒラス甘みそ漬、
高野豆腐、玉子焼、
五目ひじき、ポテトサラダ、
うぐいす豆、山海漬け、御飯、新香

縦23×横22.5×高さ4㎝

縦23×横22.5×高さ4cm

834円（本体価格）

899円（本体価格）

縦21.5×横21.5×高さ4.5㎝

880円（本体価格）

1,482円（本体価格）

1,019円（本体価格）

945円（本体価格）

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

和の味わい

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

縦21.5×横21×高さ3㎝

1,621円（本体価格）

和食もおいしいまい泉。各種会議はもちろん、法事などにもおすすめです。

栞（ しおり ）

1,389円（本体価格）

縦21.5×横18×高さ4.5㎝

黒 豚しぐれ弁当

洋食弁当

1,019円（本体価格）

1,019円（本体価格）

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

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

縦21.5×横21×高さ3㎝

豚
（とん）
ヒレ弁当

豚
（とん）
ロース弁当

1,019円（本体価格）

1,019円（本体価格）

ヒレかつ、
しそひじき、
胡麻牛蒡サラダ、
御飯、新香

ロースかつ、
しそひじき、
胡麻牛蒡サラダ、
御飯、新香

縦21.5×横21.5×高さ4㎝

縦21.5×横21.5×高さ4㎝

上ヒレかつ弁当

上ロースかつ弁当

銘柄ヒレかつ、
煮物、
玉子焼、しそひじき、
御飯、新香

銘柄ロースかつ、
煮物、玉子焼、
しそひじき、御飯、
新香

1,556円（本体価格）

縦21.5×横21.5×高さ4.5㎝

焼鮭、ヒラス味 漬、
煮物、切干大根、
玉子焼、うぐいす豆、
山海漬け、
御飯、新香

ヒレ一口かつ、
エビフライ、
黒豚しぐれ煮、
焼鮭、肉団子、煮玉子、
山海漬け、うぐいす豆、
しそひじき、煮物、
ポテトサラダ、御飯、新香

縦21.5×横21.5×高さ4.5㎝

縦21.5×横21.5×高さ4.5㎝

※2日前15時までの受付です。

縦14.5×横18×高さ5㎝

※2日前15時までの受付です。

ヒレかつサンド、
いなり寿司、細巻、
煮物、甘酢

ヒレかつサンド（ハーフ）、
エビかつサンド（ハーフ）、
ポテトコロッケ、
細巻、煮物、玉子焼、三色団子

645円（本体価格）

縦9.2×横19.5×高さ4.3㎝

※2日前15時までの受付です。

926円（本体価格）

縦9.2×横19.5×高さ4.3cm

※2日前15時までの受付です。

さくら

917円（本体価格）

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

縦12×横23.1×高さ4.5㎝

※2日前15時までの受付です。

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 ）弁当

縦15×横21×高さ3.5㎝

十種類のお惣菜が楽しめます。
バランスもグッド。

小町（ こまち ）

926円（本体価格）

彩りもあざやか。

ヒレかつサンド
(ハーフ)、鮭おにぎり、
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
縦9.2×横19.5×高さ4.3cm

※2日前15時までの受付です。

お飲み物
ボリュームたっぷりのかつ重メニュー。

まい泉重〈 ロース 〉

まい泉重〈 ヒレ 〉

ロースかつ
( 玉子とじ)、
ポテトサラダ、
山海漬け、
御飯、新香

ヒレかつ
( 玉子とじ)、
ポテトサラダ、
山海漬け、
御飯、新香

縦11×横20.5×高さ5.5㎝

縦11×横20.5×高さ5.5㎝

926円（本体価格）

※2日前15時までの受付です。

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

七福神（ しちふくじん ）

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、
二色御飯、新香

ヒレかつ、
エビフライ、
銀鱈味 焼、
煮物、京風生酢、
豚肉昆布巻き、
玉子焼、しゅうまい、
栗、季節の甘味、
御飯、新香、山海漬け

重もの

695円（本体価格）

玉手箱（ たまてばこ ）

899円（本体価格）

縦17.5×横26×高さ5cm

1,510円（本体価格）

※2日前15時までの受付です。

1,667円（本体価格）

2,315円（本体価格）

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。

りんどう

花しょうぶ

蘭（ らん ）

縦18×横21×高さ3㎝

まい泉定番のとんかつ

縦21.5×横21.5×高さ4.5㎝

1,112円（本体価格）

926円（本体価格）

すずらん

手軽に食べられる人気のかつサンド入りのお弁当。

926円（本体価格）

サントリー伊右衛門 110 円（本体価格） サントリー烏龍茶

（250ml・紙パック）

（250ml・紙パック）

110 円（本体価格）

サントリー伊右衛門 160 円（本体価格） サントリー黒烏龍茶 180 円（本体価格）

（350ml・ペットボトル）

（350ml・ペットボトル）

※数に限りがある商品もございますのでお早めにご予約ください。
※お弁当の内容（副菜）は季節によって変更になる場合がございますので、ご了承ください。

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

3切れ

390円(本体価格）9切れ

780 円(本体価格）18切れ

ミックスサンド（ ヒレ・エビ ）

1,170 円(本体価格）

エビかつサンド

420 円(本体価格）6切れ

6切れ

2,34 0 円(本体価格）

840 円(本体価格）

※2日前15時までの受付です。

810 円(本体価格）

※2日前15時までの受付です。

ミニメンチかつバーガー
ミニポテコロバーガー
黒豚ミニメンチかつバーガー
ミニフィッシュかつバーガー
ミニヒレかつバーガー
ミニエビかつバーガー

140 円(本体価格）
160 円(本体価格）
180 円(本体価格）
200 円(本体価格）
220円(本体価格）
230 円(本体価格）

※各種バーガーは2日前15時までの受付です。

まい泉のポークジャーキー
3切れ

メンチかつサンド

340 円(本体価格）6切れ

365 円(本体価格）

680 円(本体価格）

※2日前15時までの受付です。

※2日前10時までの受付です。

オードブル各 種

ヒレかつサンドオードブル
ハーフカットサンド18パック

ハーフカットサンド22パック
ハーフカットサンド26パック

3,600 円(本体価格）
4,400 円(本体価格）
5,200 円(本体価格）

とんかつまい泉お弁当メニュー

ヒレかつ／エビかつサンドオードブル
ハーフカットサンドヒレ10・エビ6パック

3,300 円(本体価格）

ハーフカットサンドヒレ14・エビ10パック

5,000 円(本体価格）

ハーフカットサンドヒレ12・エビ8パック

4,100 円(本体価格）

※2日前15時までの受付です。

揚げものオードブル

サンド/ 揚げものオードブル

一口ヒレかつ・海老フライ・
クリームコロッケ各10・スモールポテト

5,000 円(本体価格）

一口ヒレかつ・海老フライ・クリームコロッケ・
ウィンナー各5・ハーフサンド8パック他
5,100 円(本体価格）

一口ヒレかつ・海老フライ・
クリームコロッケ各12・スモールポテト

6,000 円(本体価格）

一口ヒレかつ・海老フライ・クリームコロッケ・
6,100 円(本体価格）
ウィンナー各6・ハーフサンド10パック他

一口ヒレかつ・海老フライ・
クリームコロッケ各14・スモールポテト

7,000 円(本体価格）

一口ヒレかつ・海老フライ・クリームコロッケ・
7,100 円(本体価格）
ウィンナー各7・ハーフサンド12パック他

とんかつソース付

※写真は5,000円のオードブルです。

とんかつソース付

※写真はイメージです。
※デザインは予告なく変更になることがございます。

※写真は5,100円のオードブルです。

