
2022 年 5 月吉日 

 

お客様 各位  

井筒まい泉株式会社 

 

商品の価格改定について 

 

謹啓 

時下、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼を申し上げます。 

さてこの度、お弁当商品の一部の価格改定をいたしたく、ご案内申し上げます。  

昨今、原材料や包装資材、物流費など諸経費の高騰が続いております。 

弊社では、生産・物流体制の効率化や見直しなど経営努力を続けてまいりましたが、 

今回、誠に不本意ではありますが、下記の通り、お弁当商品の一部について 

価格改定を実施させていただきます。 

今後とも、お客様のおいしい笑顔のために、品質とサービスの向上に努め、 

コスト削減への取組みなどを継続してまいります。 

何卒事情ご賢察の上、ご理解を賜りたくお願い申し上げます。                                                            

謹白 

 

記 

 

１．実施日  2022年 7月 1日（金） 

２．対象商品 値上げ対象のお弁当         

      

※現在頂いているご注文は旧価格にて承ります。 

                                 以上 

旧価格 新価格 旧価格 新価格
ミックスフライ弁当 770 900 福（ふく） 1,450 1,750
お好み弁当 870 1,000 栞（しおり） 1,200 1,500
ハンバーグ弁当 870 970 蘭（らん） 2,200 2,500
いろいろ弁当 850 950 まい泉重<ロース> 930 1,000
まい泉のり弁 870 1,020 まい泉重<ヒレ> 930 1,000
銀鮭弁当 950 1,100 すずらん 650 750
黒豚しぐれ弁当 930 1,100 りんどう 650 750
洋食弁当 980 1,100 玉手箱（たまてばこ） 696 変更なし
豚（とん）ヒレ弁当 970 1,100 七福神（しちふくじん） 850 1,000
豚（とん）ロース弁当 970 1,100 さくら 850 990
上ヒレかつ弁当 1,500 1,680 十彩（じゅっさい） 870 970
上ロースかつ弁当 1,500 1,630 小町 850 1,000
かつみ 1,000 1,200 花しょうぶ 1,600 1,800
杏（あんず） 1,000 1,200
楓（かえで） 1,350 1,600 ※価格は消費税軽減税率8％込み



ミックスフライ弁当

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
縦21.5×横18×高さ4.5㎝

ハンバーグ弁当

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
縦21.5×横18×高さ4.5㎝

まい泉のり弁

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
縦21.5×横21×高さ3㎝

黒豚しぐれ弁当

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
縦21.5×横21×高さ3㎝

お好み弁当

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
縦21.5×横18×高さ4.5㎝

いろいろ弁当

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㎝

銀鮭弁当

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18×高さ4.5㎝

洋食弁当

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18×横21×高さ3㎝

縦12×横23.1×高さ4.5㎝

※記載のサイズは、お弁当箱のサイズとなります。

webでもお弁当内容をご確認いただけます。

※上記お弁当以外にもご予算に応じてご注文を承ります。
※空折回収につきましては裏面をご覧ください。
※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。

https://www.mai-sen.com

お楽しみ弁当 お求めやすい価格で、本格的な味わい。

すずらん

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14.5×横18×高さ5㎝

玉手箱（たまてばこ）

ヒレかつサンド、
いなり寿司、細巻、
煮物、甘酢
縦9.2×横19.5×高さ4.3㎝

さくら

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

りんどう

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
縦14.5×横18×高さ5㎝

七福神（しちふくじん）

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
縦9.2×横19.5×高さ4.3cm

サンド・バーガー入りのお弁当 手軽に食べられる人気のかつサンド入りのお弁当。

豚（とん）ヒレ弁当

ヒレかつ、
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㎝

上ヒレかつ弁当

銘柄ヒレかつ、
煮物、
玉子焼、しそひじき、
御飯、新香
縦21.5×横21.5×高さ4.5㎝

豚（とん）ロース弁当

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㎝

上ロースかつ弁当

銘柄ロースかつ、
煮物、玉子焼、
しそひじき、御飯、
新香
縦21.5×横21.5×高さ4.5㎝

まい泉定番のとんかつ 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。

かつみ

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㎝

楓（かえで）

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
縦23×横22.5×高さ4㎝

杏（あんず）

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
縦21.5×横21.5×高さ4.5㎝

福（ふく）

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4cm

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。

まい泉重〈ロース〉

ロースかつ
(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㎝

まい泉重〈ヒレ〉

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㎝

重もの ボリュームたっぷりのかつ重メニュー。

十種類のお惣菜が楽しめます。
バランスもグッド。

彩りもあざやか。

十彩（じゅっさい）弁当

サントリー伊右衛門
（250ml・紙パック）

110円（本体価格）

サントリー伊右衛門
（350ml・ペットボトル）

160円（本体価格）

サントリー烏龍茶
（250ml・紙パック）

110円（本体価格）

サントリー黒烏龍茶
（350ml・ペットボトル）

180円（本体価格）

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
縦15×横21×高さ3.5㎝

小町（こまち）

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

いろんなおかずを少しずつ／女性にもおすすめ

お飲み物

栞（しおり）

焼鮭、ヒラス味噌漬、
煮物、切干大根、
玉子焼、うぐいす豆、
山海漬け、
御飯、新香
縦21.5×横21.5×高さ4.5㎝

蘭（らん）

ヒレかつ、
エビフライ、
銀鱈味噌焼、
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
縦17.5×横26×高さ5cm

花しょうぶ

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㎝

和の味わい 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。

まい泉のおいしいお弁当

※2日前15時までの受付です。※2日前15時までの受付です。

※2日前15時までの受付です。

※2日前15時までの受付です。

※2日前15時までの受付です。※2日前15時までの受付です。

※2日前15時までの受付です。※2日前15時までの受付です。

※表示料金は軽減税率の適用となり消費税8％にて掲載しております。

1,000円（税込）900円（税込）

970円（税込） 950円（税込）

1,020円（税込）

1,100円（税込）

1,100円（税込） 1,100円（税込）

1,680円（税込） 1,630円（税込）

1,200円（税込）

1,600円（税込）

1,500円（税込）

2,500円（税込）

1,000円（税込） 1,000円（税込）

1,800円（税込）

1,750円（税込）

1,200円（税込） 750円（税込） 750円（税込）

696円（税込） 1,000円（税込）

990円（税込）

970円（税込） 1,000円（税込）

118円（税込） 118円（税込）

172円（税込） 194円（税込）

1,100円（税込）

1,100円（税込）

834円（本体価格） 926円（本体価格）

899円（本体価格） 880円（本体価格）

945円（本体価格） 1,019円（本体価格）

1,019円（本体価格） 1,019円（本体価格）

1,019円（本体価格） 1,019円（本体価格）

1,556円（本体価格） 1,510円（本体価格）

1,112円（本体価格） 1,112円（本体価格）

1,482円（本体価格） 1,621円（本体価格）

1,389円（本体価格） 1,667円（本体価格）

2,315円（本体価格）

926円（本体価格） 926円（本体価格）

695円（本体価格） 695円（本体価格）

645円（本体価格） 926円（本体価格）

917円（本体価格）

899円（本体価格） 926円（本体価格）


