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「箸で・切れるやわらかなとんかっ」でお馴染みの「とんかつまい泉」が、厳選された

食材を丁寧に調理し、心を込めて箱詰めしたお弁当、オードブルのご紹介です。

、、

社内会議・研修、お客様との商談を始め、各種イベント、謝恩会や会社行事などに

まい泉のかつサンドやお弁当・オードブルはいかがでしょうか?是非ご用命ください。

またご予算・ご用途に応じて調整いたします。お気軽にお申し付け下さい。
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 社内会議・研修などにまい泉のお弁当はいかがでしょうか?
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会社行事や会合・イベント、各種パーティー等での SCB排咋明日"

幅広いシーンで、人気のかつサンドやオードブルはいかがでしょうか?
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、、

ヒレかつサンド 工ピかつサンド メンチかつサンド

(3切れ) 421円 (3切れ) 453円 (3切れ) 367円

(6切れ) 842円 (6切れ) 907円 (6切れ) 734円

(9切れ) 1，263円

(18切れ) 2，527円

ポテトサラダサンド 沖田黒豚メンチかつサンド

(3切れ 302円 (3切れ 626円

※工ピかつ・メンチかつ・ミックスサンド・lま、 2目前の15時までのご注文受付とむります 。

国
サントリー伊右衛門118円 サントリー烏龍茶118円 サントリー黒烏龍茶194円

(250m!.紙パック (250ml紙パック (350mlペットボトル)

E-1'7')11目

ヒレかつサンドオードブル

3，888円(ハーフカットサンド18切)

4，752円(ハーフカットサンド22切)

5，616円(ハーフカットサンド26切)
※写真は3，888円のオードブルです。

揚ものオードブル

5，400円(1ロヒレかっ・海老フライ

ワリームコロッケ各10・スモールポテト)

6，480円(1ロヒレかつ・海老フライ

クリームコロッケ各10・スモールポテト)

7， 560円(1ロヒレかっ・海老フライ

クリームコロッケ各10・スモールポテト)
※写真は5，400門のオードプルです。

ミックスサンドオードブル(ヒレ・工ピ)

3，564円(ハーフカットヒレ10切・工ピ6切)

4，428円(ハーフカットヒレ12切・工ピB切)

5，400円(ハーフカットヒレ14切・工ピ10切)
※写真は3，564円のオードブルです。
※2日前の15時までのご注文受付とむります 。

ミッヲスオードプル(ヒレかつサンド/揚げもの)

5，508円(1ロヒレかっ・海老フライ
つりームコロッケ・ウインナー各5・ハーフサンド8切他)

6，588円(1ロヒレかつ・海老フライ
ヲリームコロッケ・ウインナー各6ハーフサンド10切他)

7，668円(1ロヒレかつ・海老フライ
ワリームコロッケ・ウインナー各7・ハーフサンド12切他)

※写真は5，508円のオードブルです。

※商品写真はイメーシです。 Copyright 2014 !l;) AII rights reserved， Suntory Corporate Business Inc 



SCB匁~!t;乱ふス同

まい泉 東京近郊に、まい泉の心をこめた手作りのお弁当をお届けいたします。

【ご注文方法】
別紙Ii'SCB専用出前注文書』をご記入の上、 FAXにて承ります。
FAX:フリーダイヤル 0120-6336-38 (24時間年中無休)
※お電話でのご注文も可能です。 TEL:フリーダイヤル:0120-4129-55(年中無休/9:00-19:00受付)

【ご注文締め切り】
お届け前日の15時までにご注文下さい。※商品によってはお届け前々日15時まで・(各商品に明記しております)
※大口(100個以上)のご注文の場合は、お届け日の三Blitrまでにお願い致します。

【お届け可能時間】
9:00-19:00 (お届け先の工リアによっては11:00-のお届けと怠ります)

【お届けの個数】
お届け先の工リアによって、ご注文最低金額を設定させていただいております。
詳しくは「配達工リアIにてご確認下さい。(配送料は別途頂戴しておりません)

【ご利用の注意】
※30，000円以上お届けの工リア(※1)につきましては、お届けに際し以下の制限事項がございます。
口受注はお届け前々日の15時までにお願いします。口お届け可能時間帯は11:00-19:00と怠ります0

・天候や交通事情等止む無き事情により、配達が遅れる事があります。
・ご注文の数量変更・キャンセルにつきましでも前日15時までの受付となります。
・締切時間以降の減数・キャンセルについては減数相当額の50%をキャンセル料として申し受けます0

・商品の性格上、著しい欠陥があった場合を除き返品には応じかねます。
Copyγight 2014 (Q AII rights rese刊 ed.Suntory Corporate Business Inc 



東京近郊に、まい泉の心をこめた手作りのお弁当をお届けいたします。

お届け先のエリアごとに注文最低金額を設定させて頂いております。
詳しくは以下の地図をご確認下さい。

f大宮区 "- -.. 

• ，-"'.....'申舟区 ・区
調相区

;.1・ 世区

j~.....，.\4- 三芳町ー.."'.......志木市

.属医

中野区

¥¥i.嗣

1 旭区

亡=ゴ エリアの空折回収料()，li本将)2.250円 +(回収料)ー折/10円

空折回収について 仁二コ エリアの需折回収料 (基本料)4，500内 +(凶収料)ー折/10円

Eヨ エリアの空折阿収はいたしかねます。
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5，000円以上(税込み)のご注文
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、荒川区、
墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、
渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、練馬区、足立区、葛飾区、

江戸川区、北区、板橋区

三鷹市、西東京市、武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市、
神奈川県川崎市(多摩区・宮前区・高津区・中原区・幸区・

川崎区・麻生区)

30，000円以上(税込み)のご注文※1
東久留米市、清瀬市、東村山市、東大和市、小平市、小金井
市、国分寺市、立川市、国立市、府中市、稲城市、多摩市、

神奈川県横浜市(青葉区・都筑区・港北区・鶴見区・緑区・
神奈川区・旭区・保土ケ谷区・西区・中区)、

埼玉県[さいたま市(大宮区・中央区・浦和区・緑区・桜区・

南区)、三郷市、八潮市、
草加市、川口市、鳩ヶ谷市、蕨市、戸田市、和光市、朝震市、

志木市、新座市、所沢市、三芳町]、

千葉県(松戸市、市川市、浦安市)

上記以外の工リアにつきましても、注文金額・個数に

応じてお届け可能芯場合がございます。
詳しくはお問い合わせ下さいませ。

お電話でのご注文・各種お問い合わせ:
フリーダイヤル:0120-4129-55
(年中無休/9:00-19:00受付)

Copyright 2014 (CJ AII rights reserved. Suntory Corporate Business Inc 



まい泉

レストランのご案内
まい泉直営レストランは、都内を中心に全国に6眉舗。
看板メニューのとんかつは勿論、旬の食材を活かした会席料理など本格的な和食をお楽しみ頂けます。

どのお眉でも、熟練の職人が厳選された材料を丁寧に調理しています。

プロが揚げる黙々さっくり「箸で・切れるやわらかなとんかっ」を、ぜひご賞昧いただければ幸いです。

とんかつまい泉 青山本唐 (東京・褒惨遁)

表参道駅から歩いて3分。青山本庖は和室、カウンター席、銭湯
の脱衣所を改装した天井の高い西洋館怠ど、シーンに応じて様々
にご利用頂けます。また、とんかつは勿論、和食・寿司・洋食おど
一流の料理人を揃えており、幅広いお客様のニーズに対応できる
よう豊富おメニューをご用意してお待ちしています。

住所 東京都渋谷区神宮前4-8-5
電話 0120-428-485(10:30-22: 
営業時間 11 : 00"'" 23: 00 (LO/22: 00) 
定休日 おし
駐車場 あり

とんかつまい泉 渋谷ヒカリエ (嘉穂・渋谷}

住所 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒ力リ工6F
電話 03-3486-2365 (直通)

営業時間 11 : 00""'23: 00(LO/22: 00) 
定休日 おし
駐車場 近隣駐車場あり
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けントリ コーポレートビジネス樟式会社

とんかつまい

住所

電話

営業時間

定休日

駐車場

とんかつまい泉

住所

電話

営業時間

定休日

駐車場

文丸東京レストラン (東京・明畑区}

東京都千代田区丸の内1-9-1大丸東京庖12F
03-6638-6871 (直通)

11 : 00""'23: 00 (LO/22: 00) 
元旦のみ

契約駐車場あり

横レストラン {寛顎・渋谷区}

東京都渋谷区渋谷2-24-1 東急百貨庖東横庖西館9F
03-3477-4582 (直通)

11 : 00""'23: 00(L0122: 00) 
芯し
近隣駐車場(渋谷マーワシティ)あり

とんかつまい泉 JIIミネ摂窪レストラン (東京・杉並区}

住所 東京都杉並区上荻ト7-1 ルミネ荻窪庖5F
電話 03-5347-2271 (直通)

営業時間 11 : 00""'22: 00 (L0/21 :30) 
定休日 不定休

駐車場 あり

Copyright 2014 rc、AIIrights rese向 ed，Suntory Corporate Business Inc 



まい泉 とんかつまい泉のあゆみ

-まい泉のあゆみ・
『とんかつまい泉』は昭和40年12月、千代田区有楽町の三井ピル地階に誕生しました。(ピル建替え工事のため現在は休庖中)創業者の経営
方針である「お客様第一の心を大切に」をモットーに、現在に至るまで毎年着実お発展を続けております。また昭和43年、三越本庖地下1階に
出庖させて頂いたのを始めとして、現在までに全国各地の百貨庖おどに多くの出庖を行って参りました。川崎市高津に衛生設備を整えた工場を
設け、常に高品質・安定価格にてご提供できるよう努力しております。当社は何のキャリアもおい一介の主婦だった創業者・小出千代子が飲食
業という未知の世界ヘ飛びこみ興した会社です。それが今固までお客様にご支持頂き発展させて頂けたのも、家庭の奥様に代わって愛情ある
高品質お料理を、高品位おサービスと共に、お客様にご満足いただけるよう努力した結果と自負しております。日本伝統の味、愛情ある手作り
の昧の追求、またご来庖頂くお客様にご満足頂けるサービスと雰囲気の向上を目指し、これからも遁進していく所存です。

1965年12月

1968年10月

1978年7月

1983年9月

千代田区有楽町・日比谷三井ピル地下にて開業

日本橋三越本庖地下1階に初のデパート出庖

渋谷区神宮前に青山まい泉本館ピル完成

青山本庖・西洋館完成

東急百貨后東横庖に初のレストラン出庖

高津工場完成

サントリー(株)の外食グループの一員に

創業当初のピル地下商后衝のお庖

現在の「とんかつまい泉」青山本庖

1985年10月

1995年7月

2008年3月

現在 レストラン6庖舗/庖舗・百貨庖55庖舗を展開(2014年4月現在)

Sc B3331%ート2diゐ会社

サントリーコーポレートビジネス株式会社
東部支社法人営業部

TEL:03-3479-1524 FAX:03-3479・2103
Copyright 2014 (c AII rights reserved， Suntory Corporate Business Inc. 




