
※ご予約はお早めにお願いします

お弁当・丼とごいっしょに！単品 (1個)

宴会、イベントセミナー、会議などのお食事に、ご予算に
合わせたお弁当、お茶などを用意します。たとえば、
「1人1,200円でペットボトルのお茶とセットで18人分用意
してください」というようなご依頼が可能です。

※10名様分から承ります　※2～3日前までにご相談いただけましたら幸いです　
※近隣への配達に関しましては合計金額2万円以上からご相談ください

「ご予算ぴったり弁当」を人数分ご用意します！

大人も子どもも大喜びのまるかつ人気料理で
宴会を盛り上げませんか？
※時間帯にもよりますが「おかずセット」以外のメニューは、ご用意するのに
　60分以上かかりますので、なるべくお早めにお電話いただくことを
　おすすめします（前日までにご予約いただけましたら確実です）。

オードブル＆セットメニュー

パーティーセットパーティーセット

パーティー、
宴会にピッタリ!
ロースかつ×1、ヒレかつ×1、チキンかつ×2、
えびフライ×3、ミンチかつ×2、からあげ×6、
ウインナー×6、ポテトフライ×6

少人数での宴会に!

ロースかつ×1、チキンかつ×2、えびフライ×3、
からあげ×6、ウインナー×6、ポテトフライ×6

バラエティーセットバラエティーセット

オールスターセットオールスターセット お得セットおかずセット

人気者が集まりました!
お弁当のおかずや
おつまみに!

ロースかつ×1、えびフライ×2、ミンチかつ×1、
からあげ×5、ウインナー×3、ポテトフライ×5

からあげ×2、まるかつコロッケ×1、
ミンチかつ×1、ウインナー×２

590円

・なるべくお電話にてご予約をお願いいたします
・平日は15～30分、土日祝は60～90分、もしくは
 それ以上お時間をいただくことがございますので、
 お電話時にご確認ください

・店頭でもご注文いただけます

※店内メニューの内容、価格とは異なります　※価格はすべて税込です
※メニュー内容や価格は予告なく変更することがございます

ラストオーダー

20：00

天理市杣之内町437-3
なら歴史芸術文化村内
※気をつけてご来店くださいね

本　店    奈良市神殿町6 6 7 - 1  T E L  0 7 4 2 - 8 1 - 4 5 6 8

なら歴史芸術文化村内

4,990円 3,990円

2,690円

250円
250円
290円
160円
550円
120円
230円

1,180円
120g 980円 / 80g 540円

1,550円
120g 1,090円 / 60g 590円

5個480円 / 3個300円
420円
280円
170円

大370円 / 小210円
170円
170円

280円
110円
90円
100円
150円
90円
50円

210円

まるかつコロッケ 
むらさきいもコロッケ
　　えびクリームコロッケ
ミンチかつ 
大えびフライ
あじフライ
　　    かきフライ

　　　 ヤマトポークロースかつ
ロースかつ
厚切りロースかつ
ヒレかつ

からあげ 
チキンかつ
ウインナー（5本) 
ポテト

とん汁
しじみ汁
ちょっとカレー（カレーのルーのみ）

　　　 大和芋と長芋のとろろ
ごま豆腐
たまねぎサラダ
大根おろし/ねぎ塩
マカロニ&キャベツ
キャベツ
ドレッシング

白ご飯、十五穀米(そば、ごま、大豆を含む)

生駒店    生駒市小明町2 3 5  　TEL  0 7 4 3 - 8 6 - 4 7 5 8

奈良名産レストラン
&CAFE まるかつ
( まるかつ天理店 )

カフェメニュー

天理店  限定

天理店  限定

ホットコーヒー（アメリカンも）
アイスコーヒー
アイスカフェオレ
ホットダージリンティー(ストレート、レモン)
ホットアッサムティー（ミルクティー）
ソフトドリンク

ソフトクリーム(濃厚北海道ミルク)

390円
390円
390円
330円
330円
190円

380円

コカ・コーラ/ジンジャーエール（カナダドライ）/メロンソーダ/
オレンジジュース（100％濃縮還元）/カルピス/カルピスソーダ/セイロンティー（アイスティー）

※ 9 : 0 0 ～ 1 1 : 0 0 は朝メニューのみ

※カフェメニューは
　9 : 0 0～ご注文いただけます

2023/2/20～

New

むらさきいも
コロッケ

えびクリーム
コロッケ

10～4月下旬



お持ち帰りM E N U

パンメニューパンメニュー

Ｗクリームパン
コロッケパン
ミンチかつパン
塩アイスドッグ

280円
380円
380円
380円

※パンメニューは
　9 : 0 0～ご注文いただけます

ロースかつ弁当（ロースかつ120g）

ヒレかつ弁当（ヒレかつ120g）

厚切りロースかつ弁当
ねぎ塩ロースかつ弁当
ねぎ塩ヒレかつ弁当
おろしロースかつ弁当
おろしヒレかつ弁当

1,450円
1,560円
2,020円
1,550円
1,660円
1,550円
1,660円

すべてのお持ち帰りのお弁当には「しじみ汁」がつきます

とんかつ弁当とんかつ弁当
柔らかくてうま味たっぷりの上質豚肉!

※＋60円でご飯大盛りにできます

えびフライ＆ロースかつ弁当
 (大えびフライ1本、ロースかつ80g)

えびフライ＆ヒレかつ弁当
 (大えびフライ1本、ヒレかつ60g)

ダブルえびフライ＆ロースかつ弁当
 (大えびフライ2本、ロースかつ80g) 

ダブルえびフライ＆ヒレかつ弁当
 (大えびフライ2本、ヒレかつ60g)

ダブルえびフライ弁当
 (大えびフライ2本)

トリプルえびフライ弁当
 (大えびフライ3本)

1,560円

1,610円

2,110円

2,160円

1,570円

2,120円

えびフライ弁当えびフライ弁当
ネットでも話題になった大きさです!

※＋60円でご飯大盛りにできます

※お弁当の「しじみ汁」は
　＋120円で「とん汁(小)」に、＋220円で「とん汁(大)」に変更できます
※丼にはしじみ汁はつきません

かきフライかきフライ弁当
10月～4月下旬までの期間限定！

※＋60円でご飯大盛りにできます

かきフライ(4個)弁当

かきフライ(2個)＆えびフライ(2本)弁当

かきフライミックス弁当
(ロースかつ80g、ヒレかつ60g、かきフライ1個、大えびフライ1本)

かきフライ(2個)＆ロースかつ(80g)弁当

かきフライ(2個)＆ヒレかつ(60g)弁当

1,390円
2,030円
2,380円

1,470円
1,520円

その他の弁当その他の弁当

とん汁弁当
 (とん汁大、ロースかつ80g) 

チキンかつ南蛮弁当

チキンかつ南蛮＆ロースかつ弁当

チキンかつ南蛮＆ヒレかつ弁当

からあげ弁当(からあげ5つ)

ローコロ弁当
(ロースかつ80g 、まるかつコロッケ 1個)

ヒレコロ弁当
(ヒレかつ60g 、まるかつコロッケ 1個)

えびコロ弁当
 (大えびフライ 1本、まるかつコロッケ 1個) 

 ※お弁当のコロッケは「むらさきいもコロッケ」も選べます

 

1,230円

880円
1,430円
1,480円
860円
1,260円

1,310円

1,270円

※＋60円でご飯大盛りにできます

ミックスミックス弁当

ロース＆ヒレかつ弁当
 (ロースかつ80g、ヒレかつ60g) 

ミックス弁当
 (ロースカツ80g、ヒレかつ60g、大えびフライ)

厚切りミックス弁当
 (厚切りロースカツ、ヒレかつ60g、大えびフライ)

1,600円

2,150円

2,570円

※＋60円でご飯大盛りにできます

カレーカレー

かつカレー
ヒレかつカレー
チキンかつカレー
ちょっとカレー（カレーのルーのみ）

840円
890円
720円
170円

※＋60円でご飯大盛りにできます

※じゃがいもサービスはお持ち帰りにはつきません

690円
ヒレかつ、からあげ、ポテト、
ウインナー(2本)、キャベツ、
ごはん、お漬物

キッズ弁当

※だいたい中学生くらいまでのお子様限定。
　店長のように「見た目は大人だけど中身は子どもです」と主張される方もご遠慮ください

480円おこさま弁当
ミンチかつ、からあげ、
ウインナー(2本)、ポテト、
マカロニ、キャベツ、ごはん（ふりかけ）

おこさま・キッズおこさま・キッズ

アレルギー特定原材料について
・「十五穀米」には「そば、ごま、大豆」を含みます
・その他のメニューも一部にアレルギー特定原材料（えび、小麦、そば、卵、乳、
 牛肉、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン）を含みます。
 詳しくは「まるかつ公式ホームページ」をご覧ください。

えびえびクリームコロッケ弁当

えびクリームコロッケ(1個)＆ロースかつ弁当

えびクリームコロッケ(1個)＆ヒレかつ弁当

えびクリームコロッケミックス弁当
(えびクリームコロッケ1個、ロースかつ80g、

 ヒレかつ60g、大えびフライ1本)

えびクリームコロッケ(2個)弁当

1,300円
1,350円
2,440円

1,050円　　　　　

※＋60円でご飯大盛りにできます




