
2023年3月

ご注文をお待ちしております。 ご注文は3日前(土日祝除く)、数量変更は2日前(土日祝除く)にご連絡ください
CIVI研修センター日本橋
TEL：03-3517-2525 / FAX：03-3517-2535

2376：山吹 \770(お茶無) \880(お茶有) ※15個以上から注文可能

2375：高森 \825(お茶無) \935(お茶有) ※14個以上から注文可能

2731：2色そぼろ弁当 \880(お茶無) \990(お茶有) ※13個以上から注文可能

2372：鯖塩焼と竹輪の磯辺揚げ \880(お茶無) \990(お茶有) ※13個以上から注文可能

CIVI研修センター日本橋 お弁当メニュー
※全商品合計で11,000円以上（税込）でご注文ください

ご注文の際は、品番・品名・数量・提供時間・お茶付きまたは無しをご連絡ください
【お茶パック250ml】付きはプラス110円となります

季節・材料入荷状況等により一部内容が変わる場合がございます

\770〜\1,000

網目ハンバーグに野菜（天ぷら・煮物）を盛り込んだお弁当です。

≪献立≫ご飯 ハンバーグ ブロッコリー煮 ポテトサラダ 高野豆腐煮 玉子焼 五目ご飯の具 椎茸煮
    かに風味かまぼこ磯辺揚げ かぼちゃ天ぷら きんぴらごぼう 人参煮 ふき煮 大根おろしソース
【特定原材料】えび・かに・⼩⻨・卵・乳成分
【特定原材料に準ずるもの】ごま・さけ・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
【箱サイズ】212mm×166mm

お肉（鶏の味噌焼き・肉団子）・煮物などの人気のおかずを盛込みました。

≪献立≫ご飯 肉団子 高野豆腐煮 マカロニサラダ 玉子焼 鶏味噌焼 ひじき煮 れんこんきんぴら
    桜漬け大根 人参煮 ふき煮 調味梅干し ごま
【特定原材料】⼩⻨・卵・乳成分
【特定原材料に準ずるもの】ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
【箱サイズ】212mm×166mm

そぼろご飯と食べやすい焼き鳥と春雨サラダの相性が抜群です。

≪献立≫ご飯 焼き鳥鶏もも肉 鶏そぼろ れんこんきんぴら 鶏つくね煮 春雨サラダ 錦糸玉子
    ヤングコーンチキンスープ煮 人参煮 枝豆素揚げ しし唐素揚げ

【特定原材料】⼩⻨・卵・乳成分
【特定原材料に準ずるもの】ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
【箱サイズ】170mm×130mm

人気の鯖塩焼・竹輪の磯辺揚げを盛り込んだお魚中心のお弁当です。

≪献立≫ご飯 ポテトサラダ こんにゃく煮 サ塩焼 玉子焼 ちくわ磯辺天ぷら かに風味かまぼこ磯辺揚げ
    きんぴらごぼう ⼩松菜浸し煮 人参煮 桜漬け大根 ふき煮 調味梅干し れんこん甘酢漬 ごま
【特定原材料】えび・かに・⼩⻨・卵・乳成分
【特定原材料に準ずるもの】ごま・さけ・さば・大豆・ゼラチン
【箱サイズ】212mm×166mm



2373：円山 \880(お茶無) \990(お茶有) ※13個以上から注文可能

2374：トマトハンバーグと野菜デリ \880(お茶無) \990(お茶有) ※13個以上から注文可能

2359：彩り弁当 \990(お茶無) \1,100(お茶有) ※12個以上から注文可能

2360：和風弁当 \990(お茶無) \1,100(お茶有) ※12個以上から注文可能

2362：⼩町 \990(お茶無) \1,100(お茶有) ※12個以上から注文可能

2363：洋風弁当 \990(お茶無) \1,100(お茶有) ※12個以上から注文可能

少量多品種・ひと口サイズの「和」のおかずを彩り良く盛り込んでいます。

≪献立≫味付け飯 ハンバーグ ブロッコリー煮 ポテトサラダ こんにゃく煮 スパゲティソテー 玉子焼
    鰆⻄京焼 きんぴらごぼう トマトミックスソース ひじき煮 わさび菜醤油漬 桜漬け大根
    人参煮 ふき煮 赤ジソふりかけ
【特定原材料】⼩⻨・卵・乳成分
【特定原材料に準ずるもの】ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
【箱サイズ】212mm×212mm

ひと口サイズのおかずを彩り良く盛り込んだおしゃれなお弁当です。

≪献立≫ご飯 味付け飯 高野豆腐煮 鮭塩焼 ひじき煮 わさび菜醬油漬 鶏つくね煮 椎茸煮 人参煮
    錦糸玉子 ふき煮 枝豆素揚げ 調味梅干し れんこん甘酢漬 ごま
【特定原材料】⼩⻨・卵・乳成分
【特定原材料に準ずるもの21品目】ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
【箱サイズ】150mm×150mm

お肉（焼き鳥）・煮物などご好評のおかずを盛り込んだお弁当です。

≪献立≫ご飯 焼き鳥鶏もも肉 高野豆腐煮 マカロニサラダ 玉子焼 椎茸煮 ひじき煮 れんこんきんぴら
    桜漬け大根 煮豆 人参煮 スナップエンドウ含め煮 調味梅干し
【特定原材料】⼩⻨・卵・乳成分
【特定原材料に準ずるもの】ごま・大豆・鶏肉・りんご・ゼラチン
【箱サイズ】212mm×166mm

トマトハンバーグに野菜を添えて彩り豊かに盛り込みました。

≪献立≫ご飯 トマトソースハンバーグ ブロッコリー煮 スパゲティソテー ごぼうサラダ かぼちゃ素揚げ
    トマトミックスソース ほうれん草とベーコンのバターソテー風味 人参マリネ 錦糸玉子
    スナップエンドウ含め煮 ヤングコーンチキンスープ煮 乾燥パセリ
【特定原材料】⼩⻨・卵・乳成分
【特定原材料に準ずるもの】牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
【箱サイズ】212mm×166mm

お肉の人気のおかず（唐揚・焼き鳥・肉団子など）を盛り込だお弁当です。

≪献立≫ご飯 肉団子 鶏唐揚げ 高野豆腐煮 焼き鳥鶏もも肉 マカロニサラダ 玉子焼 かぼちゃ素揚げ
    鶏天ぷら梅しそ風味 ひじき煮 煮豆 桜漬け大根 人参煮 調味梅干し 南蛮酢 ごま
【特定原材料】⻨・卵・乳成分
【特定原材料に準ずるもの】ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
【箱サイズ】212mm×212mm

少量多品種・ひと口サイズの「洋」のおかずを彩り良く盛り込んでいます。

≪献立≫ご飯 ロールキャベツトマト煮 白身魚フライ 鶏香草焼 ブロッコリー煮 カリフラワーカレー煮
    スパゲティソテー マカロニサラダ ほうれん草とベーコンのバターソテー風味 人参マリネ
    いんげん煮 ヤングコーンチキンスープ煮 タルタルソース 乾燥パセリ
【特定原材料】⼩⻨・卵・乳成分
【特定原材料に準ずるもの】大豆・鶏肉・豚肉
【箱サイズ】212mm×212mm



2369：お肉の八彩弁当 \990(お茶無) \1,100(お茶有) ※12個以上から注文可能

2370：お魚の八彩弁当 \990(お茶無) \1,100(お茶有) ※12個以上から注文可能

2356：十二単 \1,100(お茶無) \1,210(お茶有) ※10個以上から注文可能

2357：九重 \1,100(お茶無) \1,210(お茶有) ※10個以上から注文可能

2358：美味 和風幕の内 \1,100(お茶無) \1,210(お茶有) ※10個以上から注文可能

お肉（鶏の味噌焼き）と野菜を盛込んだお弁当です。

≪献立≫ご飯 鶏唐揚げ シュウマイ ポテトサラダ がんも煮 玉子焼 鶏味噌焼 ⼩松菜浸し煮 人参煮
    切り干し大根 桜漬け大根 いんげん煮 調味梅干し 醬油 練りからし ごま
【特定原材料】⼩⻨・卵・乳成分
【特定原材料に準ずるもの】ごま・さけ・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
【箱サイズ】272mm×196mm

一番人気の十二桝のお弁当に人気食材を盛り込みました。

≪献立≫ご飯 味付け飯 鶏唐揚げ ポテトサラダ 高野豆腐煮 鰆⻄京焼 ひじき煮
    春雨サラダ かに風味かまぼこ磯辺揚げ かぼちゃ天ぷら 煮豆 人参煮
    きゅうり赤しば漬 五目ご飯の具 ふき煮 つめだれ 錦糸玉子 調味梅干し
    野沢菜ちりめん れんこん甘酢漬
【特定原材料】えび・かに・⼩⻨・卵・乳成分
【特定原材料に準ずるもの】ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
【箱サイズ】272mm×196mm

\1,100〜\1,500

鯖塩焼きと野菜を盛込んだお弁当です。

≪献立≫ご飯 いかフライ がんも煮 サバ塩焼 マカロニサラダ 玉子焼 春雨サラダ ⼩松菜浸し煮
    れんこんきんぴら 人参煮 味付ザーサイ いんげん煮 野沢菜ちりめん タルタルソース
    れんこん甘酢漬
【特定原材料】⼩⻨・卵・乳成分
【特定原材料に準ずるもの】いか・ごま・さば・大豆
【箱サイズ】272mm×196mm

鶏の味噌焼きや肉団子、煮物など、定番のおかずを盛り込んだお弁当です。

≪献立≫ご飯 味付け飯 シュウマイ がんも煮 サバ塩焼 玉子焼 肉団子 鶏味噌焼 きんぴらごぼう
    春雨サラダ 椎茸煮 きゅうり赤しば漬 わさび菜醬油漬 人参煮 錦糸玉子 れんこん甘酢漬
    枝豆素揚げ 絹さや煮 チリソース 鶏そぼろ 赤ジソふりかけ
【特定原材料】⼩⻨・卵・乳成分
【特定原材料に準ずるもの】ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉
【箱サイズ】212mm×212mm

和風食材より厳選した内容で盛り込んだ幕の内弁当です。

≪献立≫ご飯 味付け飯 鶏唐揚げ ポテトサラダ 高野豆腐煮 カニポテトコロッケ サバ塩焼 玉子焼
    かまぼこ 切り干し大根 椎茸煮 筍煮 きゅうり赤しば漬 五目ご飯の具 煮豆 人参煮 絹さや煮
    調味梅干し 濃厚ソース ごま
【特定原材料】えび・かに・⼩⻨・卵・乳成分
【特定原材料に準ずるもの】ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・豚肉・もも・りんご・ゼラチン
【箱サイズ】212mm×212mm



2361：美味 洋風幕の内 \1,100(お茶無) \1,210(お茶有) ※10個以上から注文可能

2365：鯖みそ煮弁当 \1,100(お茶無) \1,210(お茶有) ※10個以上から注文可能

2366：カツと野菜の卵とじ \1,100(お茶無) \1,210(お茶有) ※10個以上から注文可能

2367：やわらかひれかつ弁当 \1,100(お茶無) \1,210(お茶有) ※10個以上から注文可能

2368：チキン南蛮とサバ⻯⽥ \1,100(お茶無) \1,210(お茶有) ※10個以上から注文可能

 
2355：健菜弁当 \1,320(お茶無) \1,430(お茶有) ※9個以上から注文可能

洋風食材より厳選した内容で盛り込んだ幕の内弁当です。

≪献立≫ご飯 デミグラスハンバーグ グラタン エビフライ カリフラワーカレー煮 スパゲティナポリタン
    ハムカツ 人参マリネ ⼩松菜ツナ炒め 人参煮 スナップエンドウ含め煮 タルタルソース
    ヤングコーンチキンスープ煮 鮭フレーク 乾燥パセリ
【特定原材料】えび・⼩⻨・卵・乳成分
【特定原材料に準ずるもの】牛肉・さけ・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
【箱サイズ】212mm×212mm

手間暇をかけてじっくり味噌で煮込んだ鯖が美味です。

≪献立≫ご飯 サバ味噌煮 玉子焼 れんこんきんぴら ⼩松菜浸し煮 椎茸煮 筍煮 きゅうり赤しば漬
    かに風味かまぼこ磯辺揚げ 煮豆 人参煮 しょうが甘酢漬 野沢菜ちりめん 絹さや煮
【特定原材料】えび・かに・⼩⻨・卵
【特定原材料に準ずるもの】ごま・さば・大豆
【箱サイズ】257mm×181mm

柔らかいヒレカツに卵を絡めると一層美味しく召し上がれます。

≪献立≫味付け飯 ヒレカツ ブロッコリー煮 焼き鳥鶏もも肉 マカロニサラダ 炒り玉子 春雨サラダ
    椎茸煮 きゅうり赤しば漬 れんこんきんぴら わさび醬油漬 人参煮 いんげん煮
【特定原材料】⼩⻨・卵・乳成分
【特定原材料に準ずるもの】ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
【箱サイズ】257mm×181mm

柔らかく、しっとりとした「ヒレカツ」をとんかつソースでお召し上がりください。

≪献立≫ご飯 ヒレカツ ポテトサラダ がんも煮 スパゲティソテー 玉子焼 ⼩松菜浸し煮 椎茸煮
    きゅうり赤しば漬 煮豆 濃厚ソース 絹さや煮 調味梅干し 練りからし ごま 乾燥パセリ
【特定原材料】⼩⻨・卵・乳成分
【特定原材料に準ずるもの】ごま・さけ・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン
【箱サイズ】257mm×181mm

タルタルチキン南蛮とサバ⻯⽥揚げのコラボが美味です。

≪献立≫味付け飯 チキン南蛮 サバ⻯⽥揚げ ブロッコリー煮 ポテトサラダ スパゲティソテー 玉子焼
    春雨サラダ かぼちゃ素揚げ きんぴらごぼう タルタルソース 桜漬け大根 赤ピーマン素揚げ
    野沢菜ちりめん れんこん甘酢漬
【特定原材料】⼩⻨・卵・乳成分
【特定原材料に準ずるもの】ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉
【箱サイズ】257mm×181mm

お弁当に使っている主原材料に動物性食材不使用の商品です。

≪献立≫ご飯 味付け飯 ブロッコリー煮 かぼちゃ煮 カリフラワーカレー煮 がんも煮 こんにゃく煮
    トマトミックスソース 草団子 ひよこ豆のフライ 大豆たん白唐揚げ ごぼうサラダ 切り干し大根
    煮豆 人参煮 ふき煮 五目ご飯の具 絹さや煮 調味梅干し ごま
【特定原材料】⼩⻨・卵・乳成分
【特定原材料に準ずるもの】ごま・さば・大豆・鶏肉・りんご・ゼラチン
【箱サイズ】212mm×212mm



2353：江⼾会席 \1,650(お茶無) \1,760(お茶有) ※7個以上から注文可能

2354：中華会席 \1,650(お茶無) \1,760(お茶有) ※7個以上から注文可能

2352：四季折々 \1,980(お茶無) \2,090(お茶有) ※6個以上から注文可能

2351：彩華 \2,200(お茶無) \2,310(お茶有) ※5個以上から注文可能

2350：花⼩紋 \2,750(お茶無) \2,860(お茶有) ※4個以上から注文可能

春夏秋冬の食材を盛り込み牛すきをプラスして仕上げました。

≪献立≫ご飯 味付け飯 牛すき焼 ブリ幽庵焼 コーン入りイカすり身天 かぼちゃ煮 玉子焼 苺くず饅頭
    白桃シロップ煮 ひじき煮 菜の花煮浸し 大根と人参の紅白なます 椎茸煮 里芋煮 人参煮 ごま
    揚げなす 筍ご飯の具 茎わかめ佃煮 しし唐素揚 調味梅干し 南蛮酢 生麩煮 芽しょうが甘酢漬
【特定原材料】⼩⻨・卵・乳成分
【特定原材料に準ずるもの】いか・牛肉・ごま・さば・大豆・もも・りんご・ゼラチン
【箱サイズ】220mm×220mm

海老チリ・豚角煮・しゅうまい等、中華の食材を九桝に盛り込んだお弁当です。

≪献立≫ご飯 味付け飯 シュウマイ チキン南蛮 ブロッコリー煮 玉子焼 豚角煮 肉団子 春雨サラダ
    鶏皮梅しそ和え ⼩海老フリッター 筍煮 中華風味付クラゲ 味付ザーサイ 揚げなす チリソース
    錦糸玉子 鶏そぼろ 南蛮酢 枝豆素揚げ 調味梅干し 野沢菜ちりめん 醤油 練りからし ごま
【特定原材料】えび・⼩⻨・卵・乳成分
【特定原材料に準ずるもの】ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
【箱サイズ】220mm×220mm

お肉・お魚・お野菜をバランス良く盛り込んだ和風のお弁当です。

≪献立≫ご飯 味付け飯 高野豆腐煮 かぼちゃ煮 こんにゃく煮 玉子焼 苺くず饅頭 鰆⻄京焼 松風焼
    わさび菜醬油漬 根菜となめこのしそ酢和え 椎茸煮 オクラ煮 かに風味かまぼこ磯辺揚げ 人参煮
    鶏肉の八幡巻 焼き穴子 錦糸玉子 茎わかめ佃煮 野沢菜ちりめん 芽しょうが甘酢漬
【特定原材料】えび・かに・⼩⻨・卵・乳成分
【特定原材料に準ずるもの】ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
【箱サイズ】205mm×148mm

\1,650〜

厳選食材を食べやすく盛り込みました。各種会合・会議等に最適です。

≪献立≫味付け飯 ご飯 コーン入りイカすり身天 ブロッコリー煮 赤魚⻄京焼 かぼちゃ煮 牛すき焼
    玉子焼 鶏天ぷら梅しそ風味 焼き豆腐煮 信⽥巻煮 白桃シロップ煮 苺くず饅頭 かまぼこ
    鶏つくね煮 椎茸煮 かに風味かまぼこ磯辺揚げ 合鴨燻製 大根と人参の紅白なます 帆立煮
    揚げなす 人参煮 あさり煮 茎わかめ佃煮 焼き穴子 南蛮酢 しし唐素揚げ 調味梅干し
    錦糸玉子 アオサ粉 赤ジソふりかけ
【特定原材料】えび・かに・⼩⻨・卵・乳成分
【特定原材料に準ずるもの】いか・牛肉・さば・大豆・鶏肉・豚肉・もも・りんご・ゼラチン
【箱サイズ】265mm×180mm

お肉・お魚・お野菜とバランスの取れた彩り豊かなお弁当です。

≪献立≫ご飯 味付け飯 赤魚照り焼 カニしんじょ かぼちゃ煮 こんにゃく煮 サンマ⻯⽥揚げ 玉子焼
    信⽥巻煮 草団子 里芋煮 かに風味すり身団子 穂先筍煮 巻きゆば煮 海老煮 きゅうり赤しば漬
    根菜となめこのしそ酢和え さつま芋甘露煮 まいたけ煮 合鴨燻製 ⿊豆煮 筍ご飯の具 人参煮
    錦糸玉子 茎わかめ佃煮 南蛮酢 ふき煮 枝豆素揚げ 絹さや煮 椎茸煮 野沢菜ちりめん
    芽しょうが甘酢漬 ごま
【特定原材料】えび・かに・⼩⻨・卵・乳成分
【特定原材料に準ずるもの】ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン・魚介類
【箱サイズ】265mm×180mm



2411：おむすび弁当 \770(お茶無) \880(お茶有) ※15個以上から注文可能

1423：ミックスサンドイッチ \770(お茶無) \880(お茶有) ※15個以上から注文可能

2377：いなり詰合せ \770(お茶無) \880(お茶有) ※15個以上から注文可能

お稲荷さんと煮物のおかずを盛り込んだ軽食弁当です。

≪献立≫いなり寿司 高野豆腐煮 わさび菜醬油漬 椎茸煮 しょうが甘酢漬 人参煮 ふき煮
【特定原材料】⼩⻨
【特定原材料に準ずるもの】大豆
【箱サイズ】170mm×120mm

バラエティーに富んだ具材の楽しいサンドイッチ詰め合わせです。

≪献立≫パン 照焼チキン ポテト入コーンコールスローサラダ ハムカツ トマト 卵サラダ
    ツナマヨネーズ和え マヨネーズ ハム プロセスチーズ キュウリ ソース リーフレタス
【特定原材料】⼩⻨・卵・乳成分
【特定原材料に準ずるもの】オレンジ・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
【箱サイズ】165mm×110mm

おにぎり【鮭・梅】とお肉（焼き鳥）・玉子焼き・赤ウインナー・ポテトサラダなどお楽しみください。

≪献立≫鮭おにぎり 梅おにぎり ポテトサラダ 焼き鳥鶏もも肉 玉子焼 ウインナーソーセージ
【特定原材料】⼩⻨・卵・乳成分
【特定原材料に準ずるもの】牛肉・さけ・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
【箱サイズ】256mm×155mm

下記おむすび・サンドイッチ・いなり詰合せの数量変更は3日前にご連絡ください


