
ライス大盛り
93円（税抜）
100円（税込）プラス

ロースカツカレー
1,250円（税抜）1,350円（税込）

スパイス香る、伝説の味、カリーオー

チキンカツカレー
1,028円（税抜）1,110円（税込）

ひれカツカレー
1,149円（税抜）1,240円（税込）

海老フライカレー
1,288円（税抜）1,390円（税込）

チーズハンバーグカレー
1,000円（税抜）1,080円（税込）

彩楽亭の特撰カツ使用！

追加トッピング お届け例

ライス
300g!

コールスロー
サラダ

福神漬け
らっきょう

麺類とセットにするとお得です

チャーハン
445円（税抜）480円（税込）
セット価格
417円（税抜）450円（税込）

鶏ごぼうごはん
362円（税抜）390円（税込）
セット価格
334円（税抜）360円（税込）

カレーCurry

本 格

しゅんさいきゅうますぜん

旬彩九枡膳
1,371円（税抜）1,480円（税込）
栗ごはん、海老煮、煮物、鰆の西
京焼き、海老しんじょう、アジたた
き磯辺揚げ、紅白なます、鶏の網
焼き、玉子焼き、ブロッコリー、和
菓子、明太子ごはん。

とく せん に  まいぜん

特撰弐舞膳 1,667円（税抜）1,800円（税込）
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、さつま芋のレモン煮、海老しんじょ
う、紅白なます、卯の花、はじかみ、かやく御飯、煮物。

とく せん に  まいぜん にしき

特撰弐舞膳〈錦〉 2,593円（税抜）2,800円（税込）
赤魚の塩焼き、ほたて貝の旨煮、牛肉ごぼう巻き、海老煮、炊き合わせ、
鶏の網焼き、卯の花、玉子焼き、あさりの山葵和え、黒豆、さつま芋のレモン
煮、海老しんじょう、和惣菜2種、季節の菓子、はじかみ、かやく御飯、漬物。

お届け例

A 鶏ごぼうごはん
B栗ごはん+100円（税込）
Cほたてごはん +50円（税込）（11月から）

弐舞膳のごはんはお選びいただけます

※前日までにご予約ください。
※季節によりメニューが異なる場合があります。

予約限定 ご予約だからできる、
一手間かけた折詰をご用意しました。

※大盛りは100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。

うどんと
セットにすると
お得です

彩楽亭の
特撰カツ
使用！

うどんセット〈かきあげ／きつね〉は
460円（税込）プラスです

※電子レンジ使用は、温め過ぎにご注意ください。

OJYU

カフェ&デリCafe & Deli

宅配弁当専門店「ご馳走屋惣兵衛」は、下記のような様々なシーンでご利用いただいております。
●会議・研修・セミナー ●歓送迎会・納会・新年会

お取引先様やお客様へのおもてなしなど幅広い用途にどうぞ。
●大切なおもてなしに

1000食を超えるご注文にも対応させて頂いております。
●大量のご注文も対応

●パーティー●イベント・運動会 ●行楽・旅行、ロケ弁

まとまった数量の場合に限ります。ご相談下さい。
●通常メニュー以外のご注文にも対応

特上鰻重
1,713円（税抜）1,850円（税込）

若鶏の親子重
825円（税抜）890円（税込）

ビビンバ丼
852円（税抜）920円（税込）

かきあげうどん
510円（税抜）550円（税込）

肉うどん
649円（税抜）700円（税込）

カレーうどん
741円（税抜）800円（税込）

きつねうどん
510円（税抜）550円（税込）

チキンカツ重
1,000円（税抜）1,080円（税込）

味噌カツ重/ソースカツ重
各1,139円（税抜）各1,230円（税込）

海老フライ重
1,288円（税抜）1,390円（税込）

ロースカツ重
1,139円（税抜）1,230円（税込）

ひれカツ重
1,315円（税抜）1,420円（税込）

お届け例

枝豆

390円（税込）
362円（税抜）

フライドポテトフライドポテト
340円（税込）
315円（税抜）

ナポリタンスパゲティナポリタンスパゲティ
556円（税抜）600円（税込）

ポテトサラダ

Salad

297 円（税抜） 320円（税込）
温野菜サラダ 399 円（税抜） 430円（税込） 121 円（税抜） 130円（税込）

149 円（税抜） 160円（税込）

149 円（税抜） 160円（税込）
121 円（税抜） 130円（税込）

緑　　 茶（ペットボトル500ml）
緑　　 茶（缶）

Drink
ウーロン茶（缶）
ウーロン茶（ペットボトル500ml）

ハーゲンダッツアイスクリーム
（バニラ・ストロベリー・グリーンティー）

各269円（税抜） 各290円（税込）

Dessert

サワーチェリーケーキ 362円（税抜） 390円（税込）
ごま団子（3コ）297円（税抜） 320円（税込）

ハーゲンダッツアイスクリーム
※一部の店舗では酒類を
　取扱いしておりません。

※20歳以上の年齢であることを
　確認できない場合には
　酒類を販売いたしません。

Deli
741円（税抜） 800円（税込）
380円（税抜） 410円（税込）
491円（税抜） 530円（税込）
149円（税抜） 160円（税込）
186円（税抜） 200円（税込）
278円（税抜） 300円（税込）

彩楽亭の竜田揚げ〈10コ〉
ミニ春巻き〈4本〉
おつまみ餃子
とん汁
ライス
ライス大

半熟玉子 75円（税抜）
80円（税込）

チーズ 121円（税抜）
130円（税込）

ハンバーグ 149円（税抜）
160円（税込）

11月以降も
引き続き販売

栗ごはん、秋刀魚の竜田揚げ、チキンス
テーキ和風きのこソース、３種きのこ和
え、海老しんじょう、玉子焼き、和惣菜、
和菓子。

11月以降も11月以降も11月以降も
引き続き販売引き続き販売引き続き販売引き続き販売

栗ごはん、秋刀魚の竜田揚げ、チキンス栗ごはん、秋刀魚の竜田揚げ、チキンス
テーキ和風きのこソース、３種きのこ和テーキ和風きのこソース、３種きのこ和
え、海老しんじょう、玉子焼き、和惣菜、え、海老しんじょう、玉子焼き、和惣菜、
和菓子。

秋の惣兵衛御膳
1,278円（税抜） 1,380円（税込）

ほたてごはん、あんこうの竜田揚げ餡
かけ、チキンステーキ和風きのこソー
ス、３種きのこ和え、海老しんじょう、玉
子焼き、卯の花、和惣菜、和菓子。

ほたてごはん、あんこうの竜田ほたてごはん、あんこうの竜田揚げ餡
かけ、チキンステーキかけ、チキンステーキ和風きのこソー
ス、３種きのこス、３種きのこ和え、海老しんじょう、玉
子焼き、卯の花、和惣菜、和菓子。卯の花、和惣菜、和菓子。

冬の惣兵衛御膳
1,278円（税抜） 1,380円（税込）

栗ごはん、秋刀魚の竜田揚げ、
3種きのこ和え。季節を代表す
る味覚が揃いました。

栗ごはん、秋刀魚の竜田揚げ、栗ごはん、秋刀魚の竜田揚げ、
3種きのこ和え。季節を代表す3種きのこ和え。季節を代表す
る味覚が揃いました。味覚が揃いました。

秋の花丸膳
1,047円（税抜） 1,130円（税込）

ほたてごはん、あんこうの竜田
揚げ餡かけ、3種きのこ和え。季節
を代表する味覚が揃いました。

ほたてごはん、ほたてごはん、あんこうの竜田
揚げ餡かけ、3種きのこ揚げ餡かけ、3種きのこ和え。季節
を代表する味覚が揃いました。を代表する味覚が揃いました。

冬の花丸膳
1,047円（税抜） 1,130円（税込）

旬のカキフライとカレーを一度に
お楽しみいただけます。
旬のカキフライとカレーを一度に
お楽しみいただけます。

カキフライカレー
1,139円（税抜） 1,230円（税込）

花丸カキフライ膳

岡山産牡蠣を使用した、大ぶりのカキ
フライ。とんかつ・タルタルソース付。

852円（税抜） 920円（税込）
バーグ＆カキフライ御膳

サクッと揚げたカキフライと
やわらか食感の特製ハンバーグ
のミックス御膳です。

1,139円（税抜） 1,230円（税込）

単品カキフライ
602円（税抜） 650円（税込）

できたての温かいお弁当を
お届けいたします。

お電話1本で調理します。作り置きの冷
たいお弁当ではありません。
（旬彩御膳を除く。）

1 ご指定のお時間・場所へ
お届けいたします。

イベント会場、研修センター、会議室、
駅、バス停など、ご希望のお時間・ご指
定の場所へ確実にお届けいたします。

2 多彩なメニューを
お届けいたします。

特注弁当・飲み物・サラダ・デザート・オー
ドブル。数量がまとまれば、メニュー以外
のご注文にもお応えします。スタッフま
でご相談ください。

3 当日でもキャンセルが
可能です。

お弁当の数の変更・キャンセルが可能で
す。（旬彩御膳を除く。）
※キャンセル料は頂戴いたしません。
（お時間等はご相談に応じます。）

4 安全で安心なお弁当を
お届けいたします。

当店使用の食材は、品質管理室の衛生
基準を合格したものです。
おいしいお弁当を安心してお召し上が
りいただけます。

5
「おもてなしの心」でお客様に5つのお約束をいたします。ご馳走屋惣兵衛 つのお約束5

店舗スタッフ募 集
詳しくは店舗にお問い合わせください

11月
から

11月
から

11月
から

11月
から

11月
から

冬も
販売

11月以降も
引き続き販売

冬も
販売

旬のカキフライとカレーを一度に
お楽しみいただけます。

カキフライカレーカキフライカレー
1

11月
から

03-5643-3029
東京都中央区日本橋箱崎町44-1 2F　FAX 03-5643-3028

ご馳走屋惣兵衛 日本橋店

日本橋店：BOXごはん日本橋店：BOXごはん

年中無休 年末年始を除く
1,000

アサヒスーパードライ※（350ml缶）
キリン氷結〈レモン〉※（350ml缶）

269 円（税抜） 290円（税込）
213 円（税抜） 230円（税込）

http://www.fandersjapan.com

ホームページでご注文
ごちそうやそうべい

▲QRコードでアクセス

ご馳走屋惣兵衛
■ご注文の際は、商品名をお伝えください。

惣兵衛ファンダース_FC 店（表面）惣兵衛ファンダース_FC 店（表面）FC 店



+260円（税抜）

栗ごはん
+280円（税込）

+213円（税抜）

ほたてごはん
（11月から）

+230円（税込）
+47円（税抜）
+50円（税込）

ヘルシーサイズ

+139円（税抜）
+150円（税込）
明太子＋
きざみ海苔

デミグラス／トマトソース

※写真はBIG和風
　おろしです。

ヘルシーサイズ対応ヘルシーサイズ対応 + 鶏ごぼうごはん

ヘルシーサイズ対応

花丸中華弁当
834円（税抜）900円（税込）

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。

中華折詰御膳 1,593円（税抜）1,740円（税込）
海老のチリソース、中華オムレツ蟹玉風、白身魚の油淋
鶏ソース、煮豚、若鶏とナスの中華和え、鶏肉のナッツ和
え、野菜炒め、ごま団子。

洋風盛合わせ御膳 1,223円（税抜）1,320円（税込）
白身魚のホワイトソース（ソースは変更あり）、ヒレカツ、
ジャーマンポテト、イカのマリネ、チキンのデミグラスソース
煮込み。

ビーフカツレツ御膳 1,028円（税抜）1,110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。

牛焼肉御膳 1,047円（税抜）1,130円（税込）
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。

中華御膳 1,047円（税抜）1,130円（税込）
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。

幕の内御膳 1,047円（税抜）1,130円（税込）
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。

和風折詰御膳 1,593円（税抜）1,740円（税込）
ブリの照り焼き、焼き海老、若鶏のみぞれおろしソース、ほ
たて貝の旨煮、五目厚焼き玉子、ふろふき大根柚子味噌
添え、かつおクルミ、小松菜の柚子あん、海老しんじょう。

和風盛合わせ御膳 1,223円（税抜）1,320円（税込）
赤魚の塩焼き、豆腐ハンバーグ、高野豆腐、煮物、小松
菜の蟹風味あん、牛肉甘辛煮、三色煮豆、はじかみ。

洋風御膳 1,047円（税抜）1,130円（税込）
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。

チーズインハンバーグ御膳 1,139円（税抜）1,230円（税込）
〈デミグラス／和風おろし／トマトソース〉
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。

花丸洋風膳
926円（税抜）1,000円（税込）

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。

ハンバーグ＆海老フライ膳
834円（税抜）900円（税込）

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。

花丸和風膳 926円（税抜）1,000円（税込）
鮭の塩焼き、つくね串、アジたたき磯辺揚げ、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。

花丸幕の内弁当
834円（税抜）900円（税込）

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、総菜。

鯖の味噌煮膳
843円（税抜）910円（税込）

鯖の味噌煮、煮物、玉子焼き、肉団子、がん
も、惣菜、漬物。

熟成若鶏の照焼き膳
889円（税抜）960円（税込）

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。

ごはん が選べます
白ごはん大盛りは100円（税込）プラスです

※ヘルシーサイズをお選びいただけない場合がございます。

特撰御膳
・御膳の

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。

温かいお料理と冷たいお料理。
炊きたてのご飯。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。

GOZEN TOKUSEN GOZEN

 甘酢たれ
+38円（税抜）
+40円（税込）

ヘルシーサイズ対応 ヘルシーサイズ対応ヘルシーサイズ対応ヘルシーサイズ対応

ヘルシーサイズ対応ヘルシーサイズ対応ヘルシーサイズ対応ヘルシーサイズ対応ヘルシーサイズ対応

花丸中華膳
926円（税抜）1,000円（税込）

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。

唐揚げ膳
788円（税抜）850円（税込）

ジューシーな若鶏の唐揚げとお惣菜。
＋40円で甘酢たれを追加できます。

豚の生姜焼き膳
834円（税抜）900円（税込）

国産もち豚をマイルドな生姜焼きにしました。

チキン南蛮膳
834円（税抜）900円（税込）

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。

人気
商品
人気
商品

■一部商品はリニューアルする場合がございます。

■一部商品はリニューアルする場合がございます。

ヘルシーサイズ対応

目玉焼き付のデミグラスソースかトマトソース、
大根おろしの和風ソースをお選びください。

BIGサイズの特製ハンバーグです。

特製BIGハンバーグ御膳
〈デミグラス／和風おろし／トマトソース〉

〈デミグラス／和風おろし／トマトソース〉
特製ハンバーグ御膳

1,047円（税抜）1,130円（税込）

1,232円（税抜）1,330円（税込）

新宿店・日本橋店・浦和店：BOXごはん新宿店・日本橋店・浦和店：BOXごはん

おかかめし

BOXごはんBOXごはん
ボックスボックス

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

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

シェフ仕込みローストチキン
ローストチキン、プレーンオムレツ、イタリアン
野菜、ポテトフライ、本日のドレッシング

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

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

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
さと芋海老包揚げ、玉子焼き、さば塩焼き、炊き合わ
せ、大焼売、他

810円（税込）
（税抜）750円

海老ロースカツ膳
1,565円（税抜）1,690円（税込）

100gのロースカツ1枚、
海老フライ2本、タルタルソース付

海老ひれカツ膳
1,565円（税抜）1,690円（税込）

ひれカツ2枚、海老フライ2本、
タルタルソース付

チーズカツ膳
1,473円（税抜）1,590円（税込）

150gのロースカツにチーズをサンド。チーズは
中に入っています。上にはかかっていません。

特撰ロースひれカツ膳
1,473円（税抜）1,590円（税込）

ひれカツ2枚、100gのロースカツ1枚

特撰ひれカツ膳
1,473円（税抜）1,590円（税込）

ひれカツ4枚

若鶏の竜田揚げみぞれおろし膳
1,000円（税抜）1,080円（税込）

おろし大根と和風ダレでさっぱりと

特撰チキンカツ膳
1,000円（税抜）1,080円（税込）

チキンカツ1枚、フレッシュな国内産若鶏

特撰ロースカツ膳
1,380円（税抜）1,490円（税込）

150gのロースカツ1枚

特撰チキンひれカツ膳
1,343円（税抜）1,450円（税込）

ひれカツ2枚、チキンカツ1枚

海老フライ膳
1,380円（税抜）1,490円（税込）

海老フライ3本、タルタルソース付

1,288円（税抜）1,390円（税込）カツ単品 1,288円（税抜）1,390円（税込）カツ単品 1,288円（税抜）1,390円（税込）カツ単品 1,380円（税抜）1,490円（税込）カツ単品 1,380円（税抜）1,490円（税込）カツ単品

815円（税抜）880円（税込）カツ単品 815円（税抜）880円（税込）カツ単品 1,195円（税抜）1,290円（税込）カツ単品 1,158円（税抜）1,250円（税込）カツ単品 1,195円（税抜）1,290円（税込）カツ単品

美味しさこだわりの職人技 揚げたてカツ！
がんこなこだわり

すべてご注文をいただいてから、一品一品衣づけして丁寧に揚げています。がんこな職人気質から生み出された、揚げたての美味しさを、どうぞご賞味ください。

※写真は盛り付け例です。

お届け例 選べる！ 自慢のソース ※追加のソース単品は100円です。

生パン粉使用

ヘルシー油
■彩楽亭オリジナルソース■彩楽亭オリジナルソース ２種類のソースをブレンドしゴマを効かせたソース

生パン粉だから、衣がサクッと仕上がる。

■しっかりした管理体制■しっかりした管理体制
飼料や薬品の管理はもちろん、製品生
産段階でサイズ選別・重量選別を実施
しており、均一性のある最終製品に仕
上げています。

■MD（Minimum Dlsease）
　農法の実施
■MD（Minimum Dlsease）
　農法の実施
繁殖・育成・飼育と飼育段階別に豚舎
を分け、病気の感染リスクを最小化さ
せる、安心・安全な肥育方法を採用し
ています。

■和風おろしソース 大根おろしがたっぷり入った和風ソース

■八丁味噌だれ 八丁味噌のコクのある味噌だれ
■ポン酢ソース さっぱりと食べたい方におすすめのソース

●膳にはすべてライスとキャベツがセットになっています。 ●ライスは大盛り無料。特盛は+100円です。（特撰カツ膳のみのサービスです。）

安心安全な健康豚を使用しています!
①ビタミンE含有!

②コレステロール0! さらさらキャノーラ油
健康プラス

●血行改善!
●老化を防ぐ!
●悪玉コレステロール抑制!

※豚肉はすべて三元豚の健康ポークを使用しています

熟成三元豚 サクサク衣

三元豚

惣兵衛ファンダース_FC 店（中面）惣兵衛ファンダース_FC 店（中面）FC 店


