
2023年05月23日現在

船場の食堂 あうん
せんばのしょくどう あうん

https://gochikuru.com/store/3891/

管理栄養士と板前料理人がメニューを監修し、1つ1つ丁寧に作り上げ
る安心の味。みんなの大好き！がたくさん詰まったお弁当です。

お届け日前日の11:00まで なし

10:00 〜 13:00 兵庫県、大阪府、京都府

お箸、紙おしぼり、ごみ袋

サクサクアジフライ弁当

769円（税込830円）／品番：HGBZ028

人気！チーズonハンバー
グ弁当

769円（税込830円）／品番：HGBZ029

ジューシー照り焼きチキン
グリル弁当

769円（税込830円）／品番：HGBZ030

ボリューム満点！チキン南
蛮弁当

769円（税込830円）／品番：HGBZ031

三種類のサックサクミック
スフライ弁当

769円（税込830円）／品番：HGBZ032

こってり牛焼肉弁当

769円（税込830円）／品番：HGBZ033

鶏モモ香草グリル弁当

769円（税込830円）／品番：HGBZ034

鮭の塩焼き弁当

769円（税込830円）／品番：HGBZ035

鯖の塩焼き弁当

769円（税込830円）／品番：HGBZ036
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酢鶏弁当

769円（税込830円）／品番：HGBZ037

唐揚げ弁当

769円（税込830円）／品番：HGBZ038

豚カツ弁当

769円（税込830円）／品番：HGBZ039

豚しゃぶ弁当

769円（税込830円）／品番：HGBZ040

豚の生姜焼き弁当

769円（税込830円）／品番：HGBZ041

肉じゃが弁当

769円（税込830円）／品番：HGBZ042

【ダブルメイン】アジフラ
イ＆チーズonハンバーグ
弁当

880円（税込950円）／品番：HGBZ043

【ダブルメイン】エビチリ
＆塩糀唐揚げ弁当

880円（税込950円）／品番：HGBZ044

【ダブルメイン】チーズo
nハンバーグ＆豚の生姜焼
き弁当

880円（税込950円）／品番：HGBZ045

【ダブルメイン】照り焼き
チキングリル＆豚の生姜焼
き弁当

880円（税込950円）／品番：HGBZ046

【ダブルメイン】豚カツ＆
アジフライ弁当

880円（税込950円）／品番：HGBZ047

【ダブルメイン】牛焼肉＆
アジフライ弁当

880円（税込950円）／品番：HGBZ048

【ダブルメイン】牛焼肉＆
塩糀唐揚げ弁当

880円（税込950円）／品番：HGBZ049

【ダブルメイン】鯖の塩焼
き＆塩糀唐揚げ弁当

880円（税込950円）／品番：HGBZ050

【ダブルメイン】鯖の塩焼
き＆豚しゃぶ弁当

880円（税込950円）／品番：HGBZ051
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【ダブルメイン】酢豚＆豚
の生姜焼き弁当

880円（税込950円）／品番：HGBZ052

【ダブルメイン】酢豚＆塩
糀唐揚げ弁当

880円（税込950円）／品番：HGBZ053

【ダブルメイン】塩糀唐揚
げ＆豚の生姜焼き弁当

880円（税込950円）／品番：HGBZ054

【ダブルメイン】豚カツ＆
牛焼肉弁当

880円（税込950円）／品番：HGBZ055

【ダブルメイン】肉団子甘
酢あん＆牛焼肉弁当

880円（税込950円）／品番：HGBZ056

【ダブルメイン】肉団子甘
酢あん＆塩糀唐揚げ弁当

880円（税込950円）／品番：HGBZ057

【ダブルメイン】チキン南
蛮＆鮭の塩焼き弁当

880円（税込950円）／品番：HGBZ058

【ダブルメイン】チキン南
蛮＆鯖の塩焼き弁当

880円（税込950円）／品番：HGBZ059

【ダブルメイン】チキン南
蛮＆豚しゃぶ弁当

880円（税込950円）／品番：HGBZ060

【ダブルメイン】鶏モモ香
草グリル＆鯖の塩焼き弁当

880円（税込950円）／品番：HGBZ061

【ダブルメイン】鶏モモ香
草グリル＆鮭の塩焼き弁当

880円（税込950円）／品番：HGBZ062

【ダブルメイン】鶏モモ香
草グリル＆豚の生姜焼き弁
当

880円（税込950円）／品番：HGBZ063

【ダブルメイン】照り焼き
チキングリル＆鮭の塩焼き
弁当

880円（税込950円）／品番：HGBZ064

【ダブルメイン】照り焼き
チキングリル＆鯖の塩焼き
弁当

880円（税込950円）／品番：HGBZ065

【ダブルメイン】照り焼き
チキングリル＆豚の生姜焼
き弁当

880円（税込950円）／品番：HGBZ066
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【ダブルメイン】酢鶏＆鮭
の塩焼き弁当

880円（税込950円）／品番：HGBZ067

【ダブルメイン】酢鶏＆鯖
の塩焼き弁当

880円（税込950円）／品番：HGBZ068

【ダブルメイン】酢鶏＆豚
しゃぶ弁当

880円（税込950円）／品番：HGBZ069

のり弁当

399円（税込430円）／品番：HGBZ070

白身魚とちくわの磯部揚げ
弁当

463円（税込500円）／品番：HGBZ071

唐揚げ弁当（4P）

463円（税込500円）／品番：HGBZ072

おにぎり弁当

463円（税込500円）／品番：HGBZ073

肉団子甘酢あん弁当

500円（税込540円）／品番：HGBZ074

唐揚げ弁当（5P）

500円（税込540円）／品番：HGBZ075

メンチカツとコロッケ弁当

500円（税込540円）／品番：HGBZ076

のり弁当DX

500円（税込540円）／品番：HGBZ077

アジフライタルタル弁当

500円（税込540円）／品番：HGBZ078

鶏天明太子弁当

510円（税込550円）／品番：HGBZ079

トンカツ弁当（トンカツソ
ース）

510円（税込550円）／品番：HGBZ080

ハムカツとコロッケ弁当

510円（税込550円）／品番：HGBZ081
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トンカツ弁当（和風おろし
だれ）

510円（税込550円）／品番：HGBZ082

チキンカツ弁当

510円（税込550円）／品番：HGBZ083

リーズナブルな酢豚弁当

556円（税込600円）／品番：HGBZ084

リーズナブルな豚生姜焼き
弁当

556円（税込600円）／品番：HGBZ085

リーズナブルな肉じゃが弁
当

556円（税込600円）／品番：HGBZ086

焼きそば弁当

556円（税込600円）／品番：HGBZ087

ハムステーキとオムレツ弁
当

556円（税込600円）／品番：HGBZ088

チキン南蛮弁当

602円（税込650円）／品番：HGBZ089

野菜炒め弁当

602円（税込650円）／品番：HGBZ090

リーズナブルな牛焼肉弁当

612円（税込660円）／品番：HGBZ091

トンテキ弁当

612円（税込660円）／品番：HGBZ092

和風おろしハンバーグ弁当

649円（税込700円）／品番：HGBZ093

リーズナブルなエビチリ弁
当

649円（税込700円）／品番：HGBZ094

銀鮭塩焼きDX

695円（税込750円）／品番：HGBZ095

デミハンバーグ弁当

695円（税込750円）／品番：HGBZ096

船場の食堂 あうん [ 5 / 7 ]



2023年05月23日現在

スタミナ弁当

723円（税込780円）／品番：HGBZ097

酢豚弁当

800円（税込864円）／品番：HGBZ098

豚ロースの冷しゃぶ弁当（
ポン酢）

800円（税込864円）／品番：HGBZ099

豚ロースの冷しゃぶ弁当（
ゴマダレ）

800円（税込864円）／品番：HGBZ100

網焼き香草チキン弁当

800円（税込864円）／品番：HGBZ101

塩麹唐揚げの甘酢あんかけ
弁当

800円（税込864円）／品番：HGBZ102

ハムステーキ＆極太フラン
クフルト弁当

800円（税込864円）／品番：HGBZ103

トンテキ弁当

800円（税込864円）／品番：HGBZ104

ジャンボ豚カツ弁当

800円（税込864円）／品番：HGBZ105

エビチリ弁当

800円（税込864円）／品番：HGBZ106

ハンバーグと鶏そぼろ弁当

800円（税込864円）／品番：HGBZ107

とんかつと鶏そぼろ弁当

800円（税込864円）／品番：HGBZ108

塩糀唐揚げと鶏そぼろ弁当

800円（税込864円）／品番：HGBZ109

ミックスフライと鶏そぼろ
弁当

800円（税込864円）／品番：HGBZ110

照焼きチキンと鶏そぼろ弁
当

800円（税込864円）／品番：HGBZ111
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鯖の塩焼きと鶏そぼろ弁当

800円（税込864円）／品番：HGBZ112

牛焼肉と鶏そぼろ弁当

800円（税込864円）／品番：HGBZ113

豚の生姜焼きと鶏そぼろ弁
当

800円（税込864円）／品番：HGBZ114

豚しゃぶと鶏そぼろ弁当

800円（税込864円）／品番：HGBZ115

チキン南蛮と鶏そぼろ弁当

800円（税込864円）／品番：HGBZ116

ひとくちステーキと鶏そぼ
ろ弁当

908円（税込980円）／品番：HGBZ117

鰆の西京焼きと鶏そぼろ弁
当

908円（税込980円）／品番：HGBZ118

トンテキと鶏そぼろ弁当

908円（税込980円）／品番：HGBZ119

お味噌汁

186円（税込200円）／品番：HGBZ120

カップ麺

186円（税込200円）／品番：HGBZ121

緑茶（500ml ペット
ボトル）

84円（税込90円）／品番：HGBZ801

小分け用ビニール袋

3円（税込3円）／品番：HGBZ1002
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