
★は揚げ物のない弁当等です ※すべて税込み価格※

コロッケ弁当・・・・・・・・・ ¥500
コロッケ・磯コロッケ弁当
【梅コロッケにかえられます】

・・・ ¥500

コロッケ３種弁当
(コロッケ・磯コロッケ・梅コロッケ)

・・・・・・・ ¥600

鮭・コロッケ弁当・・・・・・・ ¥600
唐揚げ・コロッケ弁当・・・・・ ¥550
メンチ・コロッケ弁当・・・・・ ¥550
バーグ・コロッケ弁当・・・・・ ¥650

★ハンバーグ弁当(目玉焼付)・・・・ ¥600
焼肉風ハンバーグ弁当(唐揚付)・・ ¥650
日替わり弁当(幕の内)
(ホームページより内容をご覧になれます)

・・・・・・ ¥650

唐揚げ弁当・・・・・・・・・・¥500
★しょうが焼き弁当 ・・・・・・・¥600
★鮭弁当(少量サイズ)・・・・・・・・ ¥450
とんかつ弁当 ・・・・・・・・・¥600
イカフライ弁当・・・・・・・・¥600
ヒレカツ弁当(3枚) ・・・・・・・¥850
エビフライ弁当(3本) ・・・・・・ ¥850
【ヒレカツまたはエビフライ2つのお弁当もできます¥680】

エビ・ヒレカツ弁当・・・・・・¥900
揚げ盛合わせ弁当
(エビフライ・ポークカツ・ミニコロッケ・唐揚げ)

・・・・・・・ ¥750

バーグ・揚げ盛合わせ弁当
(他の弁当に比べてライス10％増量)

・・ ¥1,050

ミニコロッケはプラス¥50で普通サイズにできます
ポークカツはプラス¥80でヒレカツにできます【 】※コロッケは磯コロッケ又は梅コロッケにかえられます

弁当

◎ランチ時間限定：プラス¥60で白米を発芽十六雑穀米にできます（単品¥300）◎

◎水曜限定：日替わり弁当にいろいろなコロッケが週替わりで入っています◎

◎土曜ランチ時間限定（10〜4月頃）：プラス¥60で白米を炊き込みご飯にできます（単品¥300）◎

カツ丼 ・・・・・・・・・ ¥650
ヒレカツ丼 ・・・・・・・ ¥800
オリジナル親子丼 ・・・・ ¥600
エビフライ丼 ・・・・・・ ¥800
わらじカツ丼 ・・・・・・ ¥600

★豚玉丼 ・・・・・・・・・ ¥650
★しょうが焼き丼 ・・・・・ ¥600
★ハンバーグ丼(目玉焼付) ・・ ¥600
コロ玉丼 ・・・・・・・・ ¥550

★玉子丼 ・・・・・・・・・ ¥500

丼物
コロッケカレーライス
【磯コロッケ又は梅コロッケにかえられます】

・・・ ¥600

カツカレーライス・・・・・ ¥700
★バーグカレーライス・・・・ ¥750
唐揚げカレーライス・・・・ ¥650
メンチカレーライス・・・・ ¥650
★カレーライス・・・・・・・ ¥500

カレー

緑茶(350ml)・・¥120
飲物

◎ライス 大盛りプラス¥50 特盛りプラス¥100◎
〜その他 各種 組合せ自由にできます〜

弁当等とみそ汁類を一緒にご注文の方はライス大盛り無料！！

コロッケ・・・・・・・・・・1個¥130
磯コロッケ(青のり) ・・・・・1個¥130
梅コロッケ・・・・・・・・・1個¥130
チョコ入りさつま芋コロッケ(10〜4月頃)・・1個 ¥130
おためしセット
(コロッケ・磯コロッケ・唐揚げ2個※梅コロッケにもかえられます)

・・・・・・・・¥370

食べ比べセット
(コロッケ・磯コロッケ・梅コロッケ・唐揚げ2個)

・・・・・・・・¥480

冷凍生コロッケ(5個入)
(コロッケ・磯コロッケの2種類のみになります)

・・1パック¥650

プレミアムコロッケ

メンチ ・・・・・・・・・・1個¥160
唐揚げ(5個) ・・・・・・・1人前¥270
とんかつ ・・・・・・・・・1枚¥340
揚げ盛合わせ ・・・・・・1人前¥490
イカフライ ・・・・・・・・ 1枚¥170
エビフライ ・・・・・・・・ 1本¥210
ヒレカツ(一口) ・・・・・・・ 1枚¥210
ハンバーグ ・・・・・・・・ 1枚¥310
焼き鮭 ・・・・・・・・・・ 1枚¥210
目玉焼き ・・・・・・・・・・1個¥80
千切りキャベツ・・・・・1パック¥70
カレールー・・・・・・・・・・¥300
ライス(山形県産特別栽培米) ・・・¥250
みそ汁(ワカメとネギ) ・・・・・・ ¥110
期間限定のみそ汁・・・・・・・ ¥170
・4〜9月：青菜と豚肉とネギのみそ汁
・10〜3月：豚汁［
季節のもつ煮・・・・・・・・・¥300
・4〜9月：なす添えもつ煮おろしポン酢かけ
・10〜3月：秋冬野菜のみそもつ煮［
夏季限定おつまみセット(8〜9月頃)・・¥480
(枝豆・ミニ串カツ・ミニコロッケ・唐揚げ3個)

単品

営業日：月曜〜土曜 定休日：日曜/月曜の祝日
営業時間：AM11:00〜PM2:00/PM4:00〜PM8:00

☎03 - 5471 - 2751
※ご注文を頂いてからお作りしていますので、お電話して頂ければ出来上がりのお時間をお伝えできます※

イメージ写真は
こちらから



大田区・大森
手作りお弁当・コロッケ

~ 創 業 3 0 周 年 ~

☎03 - 5471 - 2751
大田区大森東4 - 3 5 - 8

ご注文を頂いてからお作りしていますので
お電話して頂ければ出来上がりのお時間をお伝えできます

ご予約もできます

どれでもお一つからご注文できますので
お気軽にご利用ください

営業日：月曜〜土曜
営業時間：AM11:00〜PM2:00

/PM4:00〜PM8:00
定休日：日曜 / 月曜の祝日

instagram ホームページ facebook

ホームページ : ota-croquette.com

特製弁当お受けいたします！！
イベントや会議など

みんなでお集まりのときに♪

ご注文は『5個以上3日前』までに
お願いいたします
※すべて税込み価格※

■松弁当：¥1,100
・焼き魚 ・ミニハンバーグ ・海老フライ

・天ぷら ・だし巻き玉子
・煮物 2 種 ・小付け

・千切りキャベツ ・お新香 ・ご飯

■竹弁当：¥800
・焼き魚 ・ヒレカツ ・天ぷら
・だし巻き玉子 ・煮物 ・小付け
・千切りキャベツ ・お新香 ・ご飯

■梅弁当：¥650
・焼き魚 ・プレミアムコロッケ
・だし巻き玉子 ・煮物 ・小付け
・千切りキャベツ ・お新香 ・ご飯

■お子様弁当：¥600
・ミニハンバーグ ・プレミアムコロッケ

・鶏のからあげ ・小付け
・千切りキャベツ ・ご飯 ・ゼリー

※金額や品物についてはご相談ください※

松弁当とお子様弁当の
イメージ写真はこちらから⇒

☎03 - 5471 - 2751
〒143-0012

東京都大田区大森東4-35-8

京浜急行本線 梅屋敷駅から徒歩約10分

大森ふるさとの浜辺公園から徒歩約15分【 】

オードブルお受けいたします！！
ホームパーティーや打ち上げなど

行事での集まりごとに♪

ご注文は『3日前』までにお願いいたします
※すべて税込み価格※

~前菜~
●¥3,900コース(6品5人前)

・マリネ 2 種
(1.海老 2.タコとキュウリとトマト)

・自家製サラダチキン ・魚介類のエスカべ
・生ハムのサラダ仕立て ・スタッフドエッグ

●¥2,700コース(5品5人前)
・チキンの梅ソースかけ ・魚介類のエスカべ
・生ハムのサラダ仕立て ・スタッフドエッグ

・トマトのマリネ
前菜は7~8月中は

気温が高いためご用意できません

~揚物~
●¥3,900コース(6品5人前)

・串揚げ 3 種
(1.豚肉と玉ねぎ 2.イカ 3.海老の海苔巻き)
・ミニコロッケ ・鶏のからあげ ・小付け

※別途、千切りキャベツ

●¥2,700コース(5品5人前)
こちらのみ当日注文でもご用意できます
・海老フライ ・ポークカツ ・ミニコロッケ

・鶏のからあげ ・小付け
※別途、千切りキャベツ

※金額や品物についてはご相談ください※

内容のイメージ写真は
こちらから⇒

☎03 - 5471 - 2751


