
生後100日前後のに行われるお食い初め。

「一生涯、食ぺることに囚らないようにと」願いを込めて

食事の真似をする燐式です．

大切なお祝いの席に使って頂るお料理をご用意いたしました。

神社でお清めした歯固めの石もお付けいたします。

お子様の明るい未来を青山厨房より応援いたします．

生後100日前後のに行われるお食い初め。

「一生涯、食ぺることに囚らないようにと」願いを込めて

食事の真似をする燐式です．

大切なお祝いの席に使って頂るお料理をご用意いたしました。

神社でお清めした歯固めの石もお付けいたします。

お子様の明るい未来を青山厨房より応援いたします．

一度きりの大切なお祝い

お食ぃ初め
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春の催事・イベント
親族家族のお集りに
春の催事・イベント
親族家族のお集りに

〒053-0034 北海道苫小牧市清水町 2丁目 3番 4号
受付時間 /9:00～17:00　定休日 /不定休
配達時間 /10:00 ～ 18:00（要予約）

����

 配達エリア札幌市

苫小牧市苫小牧市

千歳市恵庭市

白老町

厚真町

安平町

苫小牧市および近隣地域ご利用金額に応じて無料配達いたします

・旭町 ・泉町 ・入船町 ・王子町 ・大町 ・音羽町 ・表町 ・春日町 ・木場町 ・寿町 ・幸町 
・栄町・三光町・汐見町 ・清水町 ・白金町 ・新中野町 ・末広町 ・住吉町 ・高砂町 ・錦町
・浜町・花園町・日の出町・双葉町 ・北光町 ・本町 ・本幸町 ・緑町 ・港町 ・見山町 ・元中野町
・矢代町 ・山手町 ・弥生町 ・若草町

※最低注文金額に達しない場合、差額を送料として頂くことでお届けが可能です。
例：最低注文金額8,000円エリアで6,800円のご注文の場合、差額1,200円頂けますと配達可能です。是非商品をご注文、お楽しみ下さいませ。

・青葉町 ・有明町 ・糸井 ・有珠の沢町 ・永福町 ・柏木町 ・川沿町 ・啓北町 ・小糸井町 ・光洋町
・桜木町 ・桜坂町 ・しらかば町 ・新富町 ・澄川町 ・大成町 ・ときわ町 ・豊川町 ・日新町・はまなす町
・日吉町 ・松風町 ・宮の森町 ・元町・あけぼの町・明野新町 ・明野元町 ・一本松町・新開町
・新明町 ・拓勇西町 ・拓勇東町・東開町 ・沼ノ端・沼ノ端中央・晴海町・船見町・北栄町・柳町

・錦西町 ・青雲町 ・樽前 ・錦岡 ・のぞみ町 ・北星町 ・美原町 ・宮前町 ・明徳町・もえぎ町
・植苗 ・ウトナイ北 ・ウトナイ南 ・静川 ・弁天 ・真砂町 ・勇払

地図は配達エリアの目安となりますので、詳しくはお気軽にお問合せください。配達時間/10:00～18:00（要予約）

3,000円以上で
無料配達

5,000円以上で
無料配達

8,000円以上で
無料配達0144-82-8300

受付時間/9:00～17:00　FAX .0144-36-4611（24時間受付）
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和牛肉ちらし弁当和牛肉ちらし弁当
1,200円（＋税）1,200円（＋税）

九重肉幕の内九重肉幕の内
1,500円（＋税）1,500円（＋税）

和牛ステーキ二段重和牛ステーキ二段重
2,500円（＋税）2,500円（＋税）

OPENOPEN
グランドグランド

慶事・お祝い
特別な日に
慶事・お祝い
特別な日に 春のおすすめ商品春のおすすめ商品

ま
る
い
和
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る
い
和
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低温調理した苫小牧湧水豚の角煮と、五目

ちらしや伊達巻など、和食を詰め込んだ会

席御膳となっています。

低温調理した苫小牧湧水豚の角煮と、五目

ちらしや伊達巻など、和食を詰め込んだ会

席御膳となっています。

道産和牛のタンを低温調理し、程よい歯ごたえでお
召し上がりになれます。ローストビーフや魚介類も
ご堪能いただけるボリューム満点の会席御膳です。

道産和牛のタンを低温調理し、程よい歯ごたえでお
召し上がりになれます。ローストビーフや魚介類も
ご堪能いただけるボリューム満点の会席御膳です。

和牛の時雨煮とお惣菜を詰め

た幕の内弁当です。

和牛の時雨煮とお惣菜を詰め

た幕の内弁当です。

分厚いお肉はとてもジューシーで、ボリューム

たっぷりのステーキ重弁当です。

分厚いお肉はとてもジューシーで、ボリューム

たっぷりのステーキ重弁当です。牛肉の時雨を敷き詰めたお弁当です。

味の染みた牛肉とご飯をお楽しみください。

牛肉の時雨を敷き詰めたお弁当です。

味の染みた牛肉とご飯をお楽しみください。

琥珀（こはく）琥珀（こはく）

3,500円（＋税）3,500円（＋税）

月桂樹（げっけいじゅ）月桂樹（げっけいじゅ）

3,800円（＋税）3,800円（＋税）
煮物や揚げ物がメインで入っている会席御膳です。煮物や揚げ物がメインで入っている会席御膳です。

お肉を使用しない、野菜や魚介

類がメインのちょっとヘル

シーな会席御膳です。

お肉を使用しない、野菜や魚介

類がメインのちょっとヘル

シーな会席御膳です。

月下美人（げっかびじん））月下美人（げっかびじん））

2,800円（＋税）2,800円（＋税）

花水木（はなみずき）花水木（はなみずき）

2,800円（＋税）2,800円（＋税）

赤飯を詰めお祝い事などに適した

会席御膳です。

赤飯を詰めお祝い事などに適した

会席御膳です。

花灯り（はなあかり）花灯り（はなあかり）

3,800円（＋税）3,800円（＋税）
白老産和牛を低温調理でロースト

ビーフと牛タンを角煮で仕上げ、ス

テーキを盛り込んで、魚介類も豊富

にご用意した会席御膳です。

白老産和牛を低温調理でロースト

ビーフと牛タンを角煮で仕上げ、ス

テーキを盛り込んで、魚介類も豊富

にご用意した会席御膳です。

暁（あかつき）暁（あかつき）

5,000円（＋税）5,000円（＋税）

道産和牛を低温調理し、柔らかく
も旨味を凝縮させ、贅沢にロース
トビーフと牛時雨でご堪能でき
る、ボリュームも十分な二段会席
御膳です。

道産和牛を低温調理し、柔らかく
も旨味を凝縮させ、贅沢にロース
トビーフと牛時雨でご堪能でき
る、ボリュームも十分な二段会席
御膳です。

雪月花（せつげつか）雪月花（せつげつか）

4,000円（＋税）4,000円（＋税）
低温調理で美味しさを閉じ込めた

ローストビーフのほか、魚やお野菜

を中心に仕上げた会席御膳です。

低温調理で美味しさを閉じ込めた

ローストビーフのほか、魚やお野菜

を中心に仕上げた会席御膳です。

天の川（あまのがわ）天の川（あまのがわ）

5,000円（＋税）5,000円（＋税）
お祝い事に大切な日に、鯛をセット

にした会席御膳です。

お祝い事に大切な日に、鯛をセット

にした会席御膳です。

お子様弁当お子様弁当
1,000円（＋税）1,000円（＋税）

お子様に人気のお料理をたくさん

詰め込んだお弁当です。

お子様に人気のお料理をたくさん

詰め込んだお弁当です。

金木犀（きんもくせい）金木犀（きんもくせい）
3,000円（＋税）3,000円（＋税）

道産和牛をステーキで仕上げ、巻

き寿司や海鮮を詰め込んだ会席

御膳です。

道産和牛をステーキで仕上げ、巻

き寿司や海鮮を詰め込んだ会席

御膳です。

厳選されたお肉を
使用しています
厳選されたお肉を
使用しています

北海道産米を
100%使用しています
北海道産米を
100%使用しています

真心込めて手づくり
しています
真心込めて手づくり
しています

美味美味しいものをより美味しく！
つねに美味しいを追求します
美味美味しいものをより美味しく！
つねに美味しいを追求します

味と品質に絶対的な
自信があります
味と品質に絶対的な
自信があります

真心を込めて大切に
お届けします
真心を込めて大切に
お届けします

肉専門店と110年以上の
伝統ある仕出し店の融合
肉専門店と110年以上の
伝統ある仕出し店の融合

菫（すみれ）菫（すみれ）
3,500円（＋税）3,500円（＋税）

手
づ
く
り

手
づ
く
り



接待
おもてなし弁当
接待
おもてなし弁当

組み合わせはご自由に
お選びいただけます。
組み合わせはご自由に
お選びいただけます。

単品
価格

和オードブル　楓和オードブル　楓
4,000円（＋税）4,000円（＋税） 単品

価格

洋オードブル　鈴蘭洋オードブル　鈴蘭
4,000円（＋税）4,000円（＋税） 単品

価格

中華オードブル　牡丹中華オードブル　牡丹
4,000円（＋税）4,000円（＋税）

単品
価格

ビーフ＆ポークビーフ＆ポーク
4,000円（＋税）4,000円（＋税）

単品
価格

揚げ物オードブル　霞草揚げ物オードブル　霞草
4,000円（＋税）4,000円（＋税） 単品

価格

MIXオードブル　胡蝶蘭MIXオードブル　胡蝶蘭

4,000円（＋税）4,000円（＋税） 単品
価格

バラエティオードブル　カランコエバラエティオードブル　カランコエ

4,000円（＋税）4,000円（＋税） 単品
価格

和牛の彩りサラダ和牛の彩りサラダ

4,000円（＋税）4,000円（＋税）

10,000円＋税10,000円＋税

得得33オードブルオードブル
3品で3品で

単品
価格

焼肉ロール焼肉ロール
3,000円（＋税）3,000円（＋税）

肉にこだわる
カレー専門店
肉にこだわる
カレー専門店

商品について
詳しくはこちら

テイクアウト＆
デリバリー
テイクアウト＆
デリバリー

苫小牧駅改札横（南口側）　営業時間：8：30～19：00場 所：

※注文状況によってはお受けできない場合がありますので、
　お早めにご予約下さい。

※ご予約の際は前日12時までにお願いします。

ご予約電話
（まるい弁当） 0144-32-3131

友だち登録キャンペーン友だち登録キャンペーン
友だち登録＆350円以上のご購入ですぐにもらえる

  肉屋のジャンボ唐揚げ１個プレゼント

苫小牧産湧水豚赤身をたっぷり使用。
当店自慢の一品です。
苫小牧産湧水豚赤身をたっぷり使用。
当店自慢の一品です。

「肉のあおやま」だからこそ実現したごはんが隠れる
圧倒的なボリュームのから揚げをトッピング。
「肉のあおやま」だからこそ実現したごはんが隠れる
圧倒的なボリュームのから揚げをトッピング。

797円(+税）797円(+税）
肉屋の肉だらけ
から揚げカレー
肉屋の肉だらけ
から揚げカレー815円(+税）815円(+税）

肉屋のロールミルフィーユ
カツカレー
肉屋のロールミルフィーユ
カツカレー463円(+税）463円(+税）

カレーライスカレーライス

まるい弁当×肉のあおやま
オリジナルのこだわりカレー
まるい弁当×肉のあおやま
オリジナルのこだわりカレー

「苫小牧いぶりカレー」を全部味わえる

超ボリューム贅沢カレー

「苫小牧いぶりカレー」を全部味わえる

超ボリューム贅沢カレー

1,278円(+税）1,278円(+税）

腹ペコ男子の喰いつくし
全部のせカレー
腹ペコ男子の喰いつくし
全部のせカレー

LINE友だち登録

926円(+税）926円(+税）
苫小牧名物ホッキカレー苫小牧名物ホッキカレー

苫小牧といえば

北寄貝の水揚げ日本一。

手作業で丁寧に処理した

北寄貝をご提供。

苫小牧といえば

北寄貝の水揚げ日本一。

手作業で丁寧に処理した

北寄貝をご提供。

苫小牧
駅

改札横
にて

営業中
！

苫小牧
駅

改札横
にて

営業中
！

椿（つばき）
4,600円（＋税）

柊（ひいらぎ）
4,800円（＋税）

会議・研修・セミナー
学校行事・お集まりに
会議・研修・セミナー
学校行事・お集まりに

 和牛すき焼き重 和牛すき焼き重
1,800円（＋税）1,800円（＋税）

和牛焼肉幕の内和牛焼肉幕の内
1,650円（＋税）1,650円（＋税）

和牛ステーキ幕の内和牛ステーキ幕の内
2,000円（＋税）2,000円（＋税）

苫小牧湧水豚
焼き肉幕の内
苫小牧湧水豚
焼き肉幕の内
1,200円（＋税）1,200円（＋税）

和牛ハンバーグ弁当和牛ハンバーグ弁当
1,300円（＋税）1,300円（＋税）

 ※デリバリーについては裏面の「配達エリア」をご確認ください。

自慢のローストビー
フとローストポーク
の盛り合わせ

自慢のローストビー
フとローストポーク
の盛り合わせ

低温調理で口当たりがとても柔ら
かい和牛すき焼きのお弁当です。
低温調理で口当たりがとても柔ら
かい和牛すき焼きのお弁当です。

お肉本来の旨味が味わえる、和牛を使用した
焼肉弁当です。
お肉本来の旨味が味わえる、和牛を使用した
焼肉弁当です。

牛ステーキがメインの特別な
幕の内弁当です。
牛ステーキがメインの特別な
幕の内弁当です。

白老産和牛じっくり低温調理し牛時雨で、苫小牧湧水豚と
焼肉を合わせて、ご飯のお供にしたお弁当です。
大切な方との旅行や行事のお供に。

白老産和牛じっくり低温調理し牛時雨で、苫小牧湧水豚と
焼肉を合わせて、ご飯のお供にしたお弁当です。
大切な方との旅行や行事のお供に。

有名ブランド牛【白老牛】を使用した旨
味溢れる肉厚ハンバーグ弁当です。
有名ブランド牛【白老牛】を使用した旨
味溢れる肉厚ハンバーグ弁当です。

苫小牧湧水豚と道産和牛を低温調理

し、お肉本来の美味しさをご堪能いた

だける会席御膳です。

苫小牧湧水豚と道産和牛を低温調理

し、お肉本来の美味しさをご堪能いた

だける会席御膳です。

白老産和牛を低温調理でローストビーフ

と牛タンを角煮で仕上げ、更にステーキ

を盛り込んで、和洋中それぞれを堪能で

きる会席御膳です。

白老産和牛を低温調理でローストビーフ

と牛タンを角煮で仕上げ、更にステーキ

を盛り込んで、和洋中それぞれを堪能で

きる会席御膳です。
和牛カルビとバランスの良いお惣菜を

詰め込んだ二段のお弁当となっています。

和牛カルビとバランスの良いお惣菜を

詰め込んだ二段のお弁当となっています。

日本ならではの料理
を詰め込みました。
日本ならではの料理
を詰め込みました。

子供から大人まで人気の
揚げ物を詰め込んだ一皿
子供から大人まで人気の
揚げ物を詰め込んだ一皿

大人な雰囲気の料理を
一皿にまとめました。
大人な雰囲気の料理を
一皿にまとめました。

子供から大人まで大人気の
料理をまとめました。
子供から大人まで大人気の
料理をまとめました。

牛肉と新鮮野菜をサラダに
しました。
牛肉と新鮮野菜をサラダに
しました。

馴染みのある中
華料理を詰め込
みました。

馴染みのある中
華料理を詰め込
みました。

洋食料理を一皿に
詰め込みました。
洋食料理を一皿に
詰め込みました。

牛肉を甘辛く味付け
巻き寿司に、食べ応え
ありの商品

牛肉を甘辛く味付け
巻き寿司に、食べ応え
ありの商品

和牛カルビ焼重和牛カルビ焼重
1,800円（＋税）1,800円（＋税）

子供にも大人にも大人気な、和牛カルビ
を敷き詰めた定番のお弁当です。
子供にも大人にも大人気な、和牛カルビ
を敷き詰めた定番のお弁当です。

苫小牧湧水豚ステーキ重苫小牧湧水豚ステーキ重
1,200円（＋税）1,200円（＋税）

苫小牧のブランド豚【湧水豚】を使用した豚ス
テーキ重です。湧水豚の油の甘みが美味しさの
ポイントです。

苫小牧のブランド豚【湧水豚】を使用した豚ス
テーキ重です。湧水豚の油の甘みが美味しさの
ポイントです。

和牛焼肉二段重
2,500円（＋税）

和牛ステーキ重
2,500円（＋税）

香ばしく焼き上げたステーキに

特製のたれを絡めて詰めました。

香ばしく焼き上げたステーキに

特製のたれを絡めて詰めました。


