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2018年 11月 9日 

報道関係各位 

株式会社鮒忠 

	 株式会社鮒忠（本社：東京都台東区浅草	 代表取締役社長：根本修、以下 鮒忠）は、浅

草老舗銘店とコラボレーションした「祭の膳」ほか、ご家族、お仲間で楽しめる、伝統の江

戸味を盛り込んだ、新春にふさわしいおせち料理のご予約を承っております。 

＜浅草老舗銘店 Gift「祭の膳」＞ 

 

	 鮒忠が今年ご用意したおせち料理は、４種類です。 

■浅草老舗銘店 Gift「祭の膳」 

ご自宅で浅草伝統の味を各種ご堪能いただけるお重です。浅草の老舗銘店、浅草今

半、常盤堂、梅園、海老屋總本舗、中江、やげん堀、浅草ハム、浅草三香堂、中屋と

コラボレーションしました。和食の壱の重は無病息災と家内安全を願う料理をメイン

に、洋食の弐の重はお酒に合うメニューを盛り込みました。参の重は、提携各店の逸

品盛り合わせです。その一つ「浅草手拭い」は、浅草神社に持参し、無病息災、家内

安全をお祈りしました。 

浅草老舗銘店とのコラボによる「祭の膳」ほか 

創業 72年 鮒忠の『江戸味おせち』 
全 4種、12月 15日（土）までご予約承り中 
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■伝統の食文化セット「夢の膳」 

和食３段と洋食１段に、年越し蕎麦、お雑煮、シャンパーニュ１本がセットになった、大

晦日から元旦まで楽しめる豪華なおせちです。洋食段は大晦日のオードブルとして、和食の

壱の重・弐の重・参の重は、元旦にお召し上がりください。 

 

＜夢の膳＞ 

 

■家族の絆「舞の膳」 

	 若い世代からご高齢の方まで、世代を問わずご一緒に楽しんでいたける和食・洋食・中華

を取り入れた、ご家族の無病息災と家内安全を願うお祝い重です。 

 

 
＜舞の膳＞ 
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■夫婦の絆「花の膳」 

	 ご夫婦２人や少人数のご家族向けのおせちです。和食の壱の重には、海老の艶煮や数の

子、田作り、黒豆など無病息災、家内安全を願う料理を盛り込みました。洋食の弐の重は、

小さなお子様でも召し上がっていただける味に仕上げています。 

 
＜花の膳＞ 

 

 

【商品概要】 

■浅草老舗銘店 Gift「祭の膳」 

商品内容： 

壱の重＞昆布巻、海老の艶煮、味付け数の子、黒豆煮金粉飾り	 ほか計 20品 

弐の重＞鶏胸肉のレモンペッパー風味、ランプフィッシュキャビア	 ほか計 15品 

参の重＞（浅草今半）	 	 	 	 牛肉とたけのこの佃煮 

	 	 	 	 	 （常盤堂雷おこし本舗）雷おこし 

	 	 	 	 	 （海老屋總本舗）	 	 	 小海老の佃煮 

	 	 	 	 	 （浅草 梅園） 	 	 	 	 一口羊羹本煉・抹茶 

	 	 	 	 	 （やげん堀）	 	 	 	 	 七味唐辛子ふりかけ 

	 	 	 	 	 （桜なべ 中江） 	 	 	 馬肉のソーセージ 

	 	 	 	 	 （浅草ハム）	 	 	 	 	 昔仕込みロースハムスライス 

	 	 	 	 	 （浅草 鮒忠）	  	 	 	 つくねトマトソース煮込み 

	 	 	 	 	 （お祭り 中屋） 	 	 	 楊枝入れ 

	 	 	 	 	 （浅草 三香堂） 	 	 	 浅草手拭い 

人	 数：３人前 

発送形態：保冷・冷蔵 

大きさ：縦 19.5cm×横 19.5cm×高さ 19cm（外寸） 
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価	 格：15,000円（税別） 

送	 料：1,240円（税別） 

最終受注日：2018年 12月 15日（土） 

お届け日：2018年 12月 30日（日）または 12月 31日（月） 

消費期限：2019年 1月 1日（火） 

販売数：500個 

 

■伝統の食文化セット「夢の膳」 

商品内容： 

壱の重＞あわびの煮貝、昆布巻、乱切り筍煮、白海老の燻製	 ほか計 14品 

弐の重＞合鴨の燻製、車海老煮、鶏胸肉の山椒煮、紅白蒲鉾	 ほか計 11品 

参の重＞味付け数の子、黒豆煮金粉飾り、いも金団栗甘露煮のせ	 ほか計 13品 

与の重＞和牛のデミグラスソース煮込み、ロブスター香草焼き、キャビア	 ほか計 10品 

浅草のお雑煮 

鮒忠	 田舎蕎麦 

シャンパーニュ 

人	 数：４人前 

発送形態：保冷・冷蔵 

大きさ：縦 25.5cm×横 13.5cm×高さ 7cm×4段（外寸） 

価	 格：60,000円（税別） 

送	 料：1,240円（税別） 

最終受注日：2018年 12月 15日（土） 

お届け日：2018年 12月 30日（日）または 12月 31日（月） 

消費期限：2019年 1月 1日（火） 

販売数：50個 

 

■家族の絆「舞の膳」 

商品内容： 

壱の重＞紅白結び餅、伊達巻、味付け数の子、鶏胸肉の山椒煮	 ほか計 16品 

弐の重＞黒ムツのクリーム煮白味噌仕立て、合鴨の燻製	 ほか計 14品 

参の重＞鶏チャーシュー、筍の中華煮、鶏手羽の紹興酒煮込み	 ほか計 12品 

人	 数：４人前 

発送形態：保冷・冷蔵 

大きさ：縦 19.5cm×横 19.5cm×高さ 19cm（外寸） 
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価	 格：20,000円（税別） 

送	 料：1,240円（税別） 

最終受注日：2018年 12月 15日（土） 

お届け日：2018年 12月 30日（日）または 12月 31日（月） 

消費期限：2019年 1月 1日（火） 

販売数：2,000個 

 

■夫婦の絆「花の膳」 

商品内容： 

壱の重＞昆布巻、鶏胸肉の山椒煮、海老の艶煮、伊達巻、味付け数の子	 ほか計 20品 

弐の重＞鶏胸肉のレモンペッパー風味、彩り野菜のマリネ、合鴨の燻製	 ほか計 15品 

人	 数：３人前 

発送形態：保冷・冷蔵 

大きさ：縦 19.5cm×横 19.5cm×高さ 13.5cm（外寸） 

価	 格：10,000円（税別） 

送	 料：1,240円（税別） 

最終受注日：2018年 12月 15日（土） 

お届け日：2018年 12月 30日（日）または 12月 31日（月） 

消費期限：2019年 1月 1日（火） 

販売数：2,000個 

 

【お申し込み】 

株式会社鮒忠	 お弁当・ケータリングサービス事業部 

電	 話： 03-3872-2727 

オンラインショップ：www.funaben.jp  

＝この件に関するお問い合わせ先＝ 

株式会社鮒忠 

http://www.funachu.co.jp/ 

〒111-0032 東京都台東区浅草 5-6-4 

TEL.03-3872-2727 

担当：お弁当・ケータリングサービス事業部	 立澤弘一 

e-mail：tatuzawa@ funachu.co.jp 


