
あ
つ
み

ホ
ム
パ
！de

オードブル/寿司・刺身 /肉 /お弁当 /フルーツ・デザート

ご予約承ります

らくちん、
オイシイ！

お祝い、パーティー、地域の集会、etc.
みんなで集まる日のごちそう予約カタログ



並

まぐろ中トロ、まぐろ赤身、真鯛、サーモン、かに
あじ、ほたて、かんぱち、うに、いくら

３人前　2,900円　
（税込3,132円）

３人前　2,900円　
（税込3,132円）

４人前　3,800円　
（税込4,104円）

４人前　3,800円　
（税込4,104円）

５人前　4,700円　
（税込5,076円）

５人前　4,700円　
（税込5,076円）

※季節・天候によって内容が変更になる場合があります

まぐろ、いか、えび、サーモン、あなご
玉子、いくら、ネギとろ、かっぱ巻

お寿司

※写真は4人前

２人前　4,400円　
（税込4,752円）

２人前　4,400円　
（税込4,752円）

３人前　6,500円　
（税込7,020円）

３人前　6,500円　
（税込7,020円）

４人前　8,000円　
（税込8,640円）

４人前　8,000円　
（税込8,640円）

２人前　2,280円　
（税込2,463円）

２人前　2,280円　
（税込2,463円）

３人前　3,280円　
（税込3,543円）

３人前　3,280円　
（税込3,543円）

４人前　3,980円　
（税込4,299円）

４人前　3,980円　
（税込4,299円）

３人前　3,980円　
（税込4,299円）

３人前　3,980円　
（税込4,299円）

海鮮巻、まぐろ、いか、かに軍艦
あなご、赤えび、ほたて、いくら、玉子

まぐろ中トロ、まぐろ赤身、サーモン、ひらめ
真鯛、ほたて、あじ、いか、甘えび、かんぱち

ほたて、いくら、サーモン、まぐろ
生えび、赤貝、煮あなご

３人前　4,500円　
（税込4,860円）

３人前　4,500円　
（税込4,860円）

４人前　5,800円　
（税込6,264円）

４人前　5,800円　
（税込6,264円）

５人前　6,800円　
（税7,344円）

５人前　6,800円　
（税7,344円）

寿司 盛り合わせ特上

海鮮にぎわい寿司
お魚屋さんの
活き活き寿司

ぴち
　ぴち！

お刺身盛り合わせ

Hors d'oeuvre

to cel
ebrate

Sushi

Beef Ben to

寿司 盛り合わせ 並

※写真は4人前

※写真は4人前

※写真は4人前



３人前　2,980円　
（税込3,219円）

３人前　2,980円　
（税込3,219円）

４人前　3,980円　
（税込4,299円）

４人前　3,980円　
（税込4,299円）

５人前　4,980円　
（税込5,379円）

５人前　4,980円　
（税込5,379円）

オードブル

お祝い

4~5人前　4,980円　
（税込5,379円）

4~5人前　4,980円　
（税込5,379円）

３~４人前　3,980円　
（税込4,299円）

３~４人前　3,980円　
（税込4,299円）

１箱（500g）　1,500円　
（税込1,620円）

１箱（500g）　1,500円　
（税込1,620円）

一番人気！

えびフライ、ソーセージ、フライドポテト
鶏もも唐揚、枝豆、いかゲソ唐揚、焼豚
焼売、玉子焼

唐揚げ、タンドリーチキン、肉団子、焼豚
焼鳥、ローストビーフ、ローストポーク

ボリューミー！

えびチリ、ネギ塩まんじゅう、春巻
肉団子、ごま団子、ユーリンチー
酢豚、バンバンジー

お食い
初めに

も

Hors d'oeuvre

to cel
ebrate

Ben to

お肉たっぷりオードブル あつみオードブル

中華オードブル

赤飯
真鯛塩焼き

・サイズ、価格はご相談ください

※写真は4人前

あつみ自家製
中華



お肉

２~３人前（390g）

3,980円　
（税込4,299円）

２~３人前（390g）

3,980円　
（税込4,299円）

４人前　3,980円　
（税込4,299円）

４人前　3,980円　
（税込4,299円）

４人前（600g）　5,980円　
（税込6,459円）

４人前（600g）　5,980円　
（税込6,459円）

５～６人前（800g）　7,800円　
（税込8,424円）

５～６人前（800g）　7,800円　
（税込8,424円）

２~３人前（390g）3,980円　
（税込4,299円）

２~３人前（390g）3,980円　
（税込4,299円）

４人前（600g）　5,980円　
（税込6,459円）

４人前（600g）　5,980円　
（税込6,459円）

５～６人前（800g）　7,800円　
（税込8,424円）

５～６人前（800g）　7,800円　
（税込8,424円）

口の中でとろける最高級部位

口の中でとろける最高級部位

Beef Ben to
す
き
焼
き
用

あつみ牛ロース

あつみ牛ロース

２~３人前（400g）3,580円　
（税込3,867円）

２~３人前（400g）3,580円　
（税込3,867円）

４人前（580g）　4,980円　
（税込5,379円）

４人前（580g）　4,980円　
（税込5,379円）

５人前（700g）　5,980円　
（税込6,459円）

５人前（700g）　5,980円　
（税込6,459円）

２~３人前（400g）4,500円　
（税込4,860円）

２~３人前（400g）4,500円　
（税込4,860円）

４人前（610g）　6,800円　
（税込7,344円）

４人前（610g）　6,800円　
（税込7,344円）

５～６人前（780g）　7,800円　
（税込8,424円）

５～６人前（780g）　7,800円　
（税込8,424円）

あつみ牛 2 種盛 
赤身 & ロース

あつみ牛 2 種盛 
カルビ & ロース
あつみ2大人気部位の盛り合わせ

２~３人前（380g）3,980円　
（税込4,299円）

２~３人前（380g）3,980円　
（税込4,299円）

４人前（580g）　5,980円　
（税込6,459円）

４人前（580g）　5,980円　
（税込6,459円）

あつみ牛  希少部位３種
盛り合わせ

ヒウチ、ミスジ、イチボ、カイノミ、ササバラ、
ハネシタから3種類をお選びください(※在庫状況
によってお取り扱いがない場合がございます)

し
ゃ
ぶ
し
ゃ
ぶ
用

し
ゃ
ぶ
し
ゃ
ぶ
用

焼
肉
用 焼

肉
用

あっさりした赤身と、とろける
ロースの盛り合わせ

BBQにも

※写真は4人前

※写真は4人前

※写真は4人前

※写真は4人前

※写真は4人前



お弁当

　1,680円　
（税込1,815円）
　1,680円　
（税込1,815円）Ben to

具だくさん

あつみのお弁当　梅
天ぷら、焼魚、酢の物、煮物
焼売、玉子焼、鶏の照焼

　3,500円　
（税込3,780円）
　3,500円　
（税込3,780円）

　650円　
（税込702円）
　650円　
（税込702円）

398円　
（税込430円）
398円　
（税込430円）

あつみのお弁当　松
ヒレステーキ、天ぷら、刺身、焼魚
酢の物、焼売、玉子焼、鶏の照焼
きんぴら、ポテトサラダ　

　1,980円　
（税込2,139円）
　1,980円　
（税込2,139円）

あつみのお弁当　竹
大えびフライ、ヒレカツ、焼魚
カットフルーツ、酢の物、煮物
焼売、玉子焼、鶏の照焼、きんぴら

握り寿司
「ほほえみ」 握り寿司

「紅」

巻寿司 & いなり寿司

サラダいなり

助六

まぐろ、いか、えび、あなご、玉子
サーモン、ねぎトロ巻

980円　
（税込1,059円）
980円　

（税込1,059円）

まぐろ、いか、ほたて、えび、穴子、玉子
いくら、サーモン、ねぎトロ巻

1,280円　
（税込1,383円）
1,280円　
（税込1,383円）

太巻 5貫、サラダ巻 5貫
いなり寿司 10貫

太巻 　

サラダ巻！ 

自家製マヨネーズ

であえた無添加

ツナがたっぷり 398円　
（税込430円）
398円　
（税込430円）

お祝い、慶弔でも
ご注文をいただいています。

サラダ巻 3貫
いなり寿司 3貫

太巻 3貫
いなり寿司 3貫

そのほかのお弁当も
お気軽にご相談ください



フルーツ＆
デザート

Frui
ts & Dessert Liquo

r

 1,280円　
（税込1,383円）
 1,280円　
（税込1,383円）

 季節のカットフルーツ
パイン、キウイ、メロン、グレープフル
ーツ、ブルーベリー、ネーブルオレンジ
など

  2,800円　
（税込3,024円）
  2,800円　
（税込3,024円）

季節にあわせて
旬の

フルーツをご提
案

します

果
物
の
「
か
ご
盛
」も
承
り
ま
す

集まりがもっと
楽しくなるスイーツ！
ビオ・スイーツラボのレモンケーキ、バー
ムクーヘン、チーズケーキ etc.

農家やパティシエのみなさんの想いがたっぷり
のスイーツ。小さなお子様まで安心してお召し
上がりいただけるように小麦、バター、卵、砂糖
はより安全なものを選びました。

ビオ・スイーツラボ

ビオ・あつみエピスリー豊橋店
の大人気パティスリー！

※ビオ・あつみ エピスリー豊橋店のみ
タルト、ロールケーキなどのご予約も承ります。

レモンケーキ

バームクーヘン

２人前２人前

5～6人前5～6人前



Frui
ts & Dessert

お酒

Liquo
r

料理がもっと
美味しくなるお酒！
バイヤーおすすめの自然派ワイン
クラフトビール、日本酒 etc.

予約

受取 サービスカウンターにて商品をお渡しします。

スイーツ・お酒選びもお気軽にご相談ください。

サービスカウンターにてお申込用紙にご記入のうえ

代金をお支払いください。

※ご予約数が多い場合、なるべく早くご予約いただ

けますと幸いです

アレルギーなど様々な事情やご要望にできるかぎりご対応します。
スタッフにお気軽にご相談ください。

オードブル /寿司・刺身 /肉 / お弁当 /フルーツ・デザート

ご相談は
お気軽に！

ご予約はサービスカウンターへ！

※ビオ・あつみ エピスリー豊橋店のみ
タルト、ロールケーキなどのご予約も承ります。

３日前まで

予告なく商品内容・価格が変更になる場合があります。

ご予約時にご確認ください。



フードオアシスあつみ 福江店
営業時間／9:30～20:00
愛知県田原市古田町エゲノ前125
0531-33-0757

フードオアシスあつみ 山田店
営業時間／9:30～20:00
愛知県豊橋市山田町西山11-1
0532-37-5281

フードオアシスあつみ 田原店
営業時間／9:30～20:00
愛知県田原市田原町萱町1
0531-24-0711

ビオ・あつみ エピスリー豊橋店
営業時間／10:00～20:00
愛知県豊橋市三ノ輪町本興寺2-12
0532-69-5544

お
問
合
せ
は

お
近
く
の
店
舗
ま
で

� ����� � �����
� �� � ��������
� ���� ���������������������������� ��

フードオアシスあつみ 宿店
営業時間／9:30～20:00
愛知県豊川市宿町佐平山56
0533-78-4541

ビオ・あつみ エピスリー浜松店
営業時間／9:30～21:00
静岡県浜松市中区砂山町1168
053-456-5550

あ
つ
み
各
店
舗
の

最
新
情
報
は
こ
ち
ら
！


