
   1965年創業　東京・青山のとんかつ専門店
【　関西版　】

ヒレかつ弁当 ロースかつ弁当　
 [卵、乳、小麦]  [卵、乳、小麦]

本体価格820円　886円（税込） 本体価格780円　843円（税込）
ヒレかつ、金平牛蒡、さつまいも甘露煮 ロースかつ、金平牛蒡、さつまいも甘露煮
漬物、しそひじき、御飯 漬物、しそひじき、御飯

まい泉の人気揚物と定番おかず 味・ボリュームともに
鶏唐揚も入った、三種の御飯が 細部までこだわっておつくりした、
楽しめる彩り豊かなお弁当。 まい泉初の海苔弁当

いろどり弁当　 ごちそう海苔弁当　
 [卵、乳、小麦]  [卵、乳、小麦、えび]　

本体価格930円　1,005円（税込） 本体価格980円　1,059円（税込）
ヒレひとくちかつ、ポテトコロッケ ヒレひとくちかつ、ポテトコロッケ、エビフライ

鶏唐揚、煮物、漬物、 煮玉子、銀鮭塩焼、さつまいも甘露煮
玉子そぼろ、黒豚そぼろ、鮭の御飯 味付たらこ入り木耳生姜炒め、漬物、おかか海苔御飯

バラエティ豊かなおかずを詰め合わせた おなじみのヒレかつが味わえる、
女性に人気のかわいいサイズのお弁当。 まい泉のイチ押し。

まい泉 幕の内弁当　 やわらかヒレかつ弁当　
 [卵、乳、小麦]  [卵、乳、小麦]

本体価格750円　810円（税込） 本体価格1,030円　1,113円 (税込）
ヒレひとくちかつ、ポテトコロッケ、煮玉子 ヒレかつ（大）、味付ひじき、切干大根
金平牛蒡、切干大根、さつまいも甘露煮、 漬物、梅干、御飯
煮物、漬物、梅干、御飯

お飲み物　
   　　　　　　　　　　　　◇サントリー烏龍茶　（250ml・紙パック）　　本体価格120円　130円（税込）

◇サントリー伊右衛門（250ml・紙パック）　　本体価格120円　130円（税込）

ご利用日の4日前17時までにご注文ください。
お届け時間は9:00～17:00とさせていただきます。

※お飲み物の同送も承っております。(お飲み物のみのご注文は承っておりません)
※キャンセル・数量変更は、お届け日の前々日10時までにご連絡ください。
※前々日10時以降のキャンセル及び減数は減数相当額の50％をキャンセル料として申し受けます。
※交通事情によりご指定のお届け時間から多少前後する場合がございます。予めご了承下さい。
※100個以上の大口のご注文につきましては、事前にお問い合わせをお願い致します。
※商品に著しい問題がある場合を除き、返品は承っておりません。予めご了承下さい。
※その他、ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さいませ。
※季節により、お弁当の内容を変更させて頂く場合がございます。予めご了承下さい。
※特定原材料以外の詳細なアレルゲン情報・栄養成分値につきましてはお問い合わせください。
※本パンフレット記載情報は2023年1月現在のものです。予告なく内容が変わる事がございます。

※季節により、お弁当の内容を変更させて頂く場合がございます。予めご了承下さい。

ご注文・お問合せ電話番号：06-6131-6671（年中無休/9:00～17:00受付）

【送料無料！】大阪市内15,000円以上のご注文でお届けいたします

ご予約商品のご案内
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ヒレかつサンド　 エビかつサンド　 ミックスサンド　
 [卵、乳、小麦]  [卵、乳、小麦、えび]  [卵、乳、小麦、えび]

３切　　本体価格420円　 454円（税込）３切　本体価格450円　486円（税込） ヒレ･エビ各３切
６切　　本体価格825円　 891円（税込） 本体価格855円　924円（税込）
９切　本体価格1,210円  1,307円（税込）

【西日本限定】

チーズメンチかつサンド ヒレかつサンド(ハニーマスタードソース)
 [卵、乳、小麦]  [卵、乳、小麦]

３切　本体価格420円　 454円（税込） ３切　本体価格420円　454円（税込）

ヒレかつサンドオードブル ミックスサンドオードブル
 [卵、乳、小麦]  [卵、乳、小麦、えび]
◇ハーフカットサンド 18切 ◇ハーフカットサンドヒレ10切・エビ6切

本体価格3,800円　4,104円（税込） 本体価格3,500円　3,780円（税込）
◇ハーフカットサンド 22切 ◇ハーフカットサンドヒレ12切・エビ8切

本体価格4,650円　5,022円（税込） 本体価格4,350円　4,698円（税込）
◇ハーフカットサンド 26切 ◇ハーフカットサンドヒレ14切・エビ10切

本体価格5,500円　5,940円（税込） 本体価格5,300円　5,724円（税込）

※写真は3,800円のヒレかつサンドオードブル

ミニヒレかつバーガー　 ミニエビかつバーガー　 ミニメンチかつバーガー　
 [卵、乳、小麦]  [卵、乳、小麦、えび]  [卵、乳、小麦]

本体価格230円　 249円（税込） 本体価格240円　260円（税込） 本体価格160円　173円（税込）

ミニフィッシュかつバーガー　黒豚ミニメンチかつバーガー　
 [卵、乳、小麦]  [卵、乳、小麦]

本体価格210円　 227円（税込） 本体価格190円　206円（税込）

お飲み物　
   　　　　　　　　　　　　◇サントリー烏龍茶　（250ml・紙パック）　　本体価格120円　130円（税込）

◇サントリー伊右衛門（250ml・紙パック）　　本体価格120円　130円（税込）

ご利用日の4日前17時までにご注文ください。
お届け時間は9:00～17:00とさせていただきます。

※お飲み物の同送も承っております。(お飲み物のみのご注文は承っておりません)
※キャンセル・数量変更は、お届け日の前々日10時までにご連絡ください。
※前々日10時以降のキャンセル及び減数は減数相当額の50％をキャンセル料として申し受けます。
※交通事情によりご指定のお届け時間から多少前後する場合がございます。予めご了承下さい。
※100個以上の大口のご注文につきましては、事前にお問い合わせをお願い致します。
※商品に著しい問題がある場合を除き、返品は承っておりません。予めご了承下さい。
※その他、ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さいませ。
※季節により、お弁当の内容を変更させて頂く場合がございます。予めご了承下さい。
※特定原材料以外の詳細なアレルゲン情報・栄養成分値につきましてはお問い合わせください。
※本パンフレット記載情報は2023年1月現在のものです。予告なく内容が変わる事がございます。

【送料無料！】大阪市内15,000円以上のご注文でお届けいたします
ご注文・お問合せ電話番号：06-6131-6671（年中無休/9:00～17:00受付）

ご予約商品のご案内



【大阪】

FAX注文書(ケータリング) 
お手数ですが下記必要事項をご記入の上、FAXを送信くださいますようお願い致します。
折り返し、確認のご連絡を入れさせて頂きます。

※お届けは、15,000円以上からでお受けしております。 〒553-0004　大阪府大阪市福島区玉川2丁目8-4-604
(大阪市内へのお届け。大阪市内以外の場合はご相談させて頂きます。) TEL 06-6131-6671(代表)

※ご利用日の4日前の17時までにご注文ください。

　　　:　　　　　～　　　　:　　　　　の間にお届け

※お届け時間は1～2時間程の幅を頂きます。

フリガナ

名称

フリガナ

貴社名
部署名

□ □ ご請求書内容確認後、銀行振り込みをお願いします。（※お取引条件確認書が初回に必要となります）

数量 本体価格 数量 金額

780 円  

820 円  

930 円  
1,030 円  

ごちそう海苔弁当 980 円  

750 円  

 

160 円  

ミニヒレかつバーガー 230 円  

ミニエビかつバーガー 240 円  

黒豚ミニメンチかつバーガー 190 円  

ミニフィッシュかつバーガー 210 円  

 

持ち帰り用レジ袋(内税) 5 円  

※お飲み物のみのご注文は承っておりません。

その他特記事項（領収書のお宛名・但書、別請求先の指定、仕分指示等ございましたらお書き添えください）

※お届け先・数量・時間帯によっては配達をお受けできかねる場合がございます。詳細につきましてはお問合せください。 ※お届け日が複数日にわたる場合には、御手数ですが注文書を分けてご記入下さいますようお願い致します。

※お届け前々日10時以降のご注文内容の変更・取り消しにつきましてはご注文総額の50％をキャンセル料として申し受けます。※その他ご不明な点などございましたら下記までお気軽にお問合せ下さいませ。

《個人情報保護について》ご記入頂いた個人情報は、井筒まい泉株式会社が商品のお届けに関するご確認・ご連絡、商品の発送、新商品・店舗情報のご案内、個人を指定しない統計的情報の形で利用させていただきます。

受注日 担当者

　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　　日（　　　　　　　）　　　　　　　　　　:　

FAX 06-6131-6178

お届け日時 年 月 日 （ ）

mail:order.eigyo2@tonkatsumaisen.com

お
届
け
先

フリガナ

ご担当者様
お名前

ご住所
TEL/FAX

携帯

ご
請
求
先

フリガナ

ご担当者様
お名前

ご住所
TEL

FAX

お支払い方法 当日現金払い　

ご
注
文
内
容

品名 本体価格 金額

ヒレかつサンド（9切） 1,210 円  

チーズメンチかつサンド（3切） 420 円  

ヒレかつサンドオードブル(ハーフカット22個入り) 4,650 円  
ヒレかつサンドオードブル(ハーフカット26個入り) 5,500 円  

 

サントリー緑茶　伊右衛門250ml紙パック 120 円  

品名

ヒレかつサンド（3切） 420 円  ロースかつ弁当

ヒレかつサンド（6切） 825 円  ヒレかつ弁当

まい泉　幕の内弁当

ヒレかつサンド（ハニーマスタードソース）（3切） 420 円  

いろどり弁当

エビかつサンド（3切） 450 円  やわらかヒレかつ弁当

ミックスサンド（ヒレ・エビ各3切） 855 円  

ヒレかつサンドオードブル(ハーフカット18個入り) 3,800 円  ミニメンチかつバーガー

ミックスサンドオードブル(ハーフカットヒレ14・エビ10) 5,300 円  

 

ミックスサンドオードブル(ハーフカットヒレ10・エビ6) 3,500 円  
ミックスサンドオードブル(ハーフカットヒレ12・エビ8) 4,350 円  

ご注文・お問合せ電話番号:06-6131-6671　（年中無休/9:00～17:00受付）

弊社記入欄　　

本体価格合計（税抜価格）ｘ　消費税率（8％）  円
ご請求金額　  円

サントリーウーロン茶250ml紙パック 120 円  
本体価格合計（税抜価格）  円

※持ち帰り用レジ袋（税込価格）  円
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