ばら寿司・いなり
このページの商品のご予約は、お渡し日の４日前までの受付となります。ご予約が集中した場合など予告なくご予約の受付を終了することがあります。
ご了承くださいませ。表示価格は全て本体価格と税込価格です。税込価格は参考税込価格になります。季節により内容が変わることがございます。

※写真の商品は１人前です

１４ １６

※写真の商品は２人前です

１４ １６

ばら寿司

紅鮭紅ずわいがに重

４５０円（税込４８６円）
…………………………… ７８０円（税込８４２円）

１人前/約２８０ｇ ………………………………

２人前/３００ｇ ………………………………

大・２人前/約５００ｇ

３人前/５００ｇ ………………………………

この商品は火曜日のお渡しはできません

この商品は火曜日のお渡しはできません

１４ ５１ tel

１４ ５１ tel

助六

………………………………………

３３０円（税込３５６円）

サラダ助六

……………………………

２９８円（税込３２１円）

１４ ５１ tel

１４ ５１ tel

いなり

７８０円（税込８４２円）
１，２００円（税込１，２９６円）

８個入 ……………………………

２８４円（税込３０６円）

四角いなり

１

２０個入 …………………

６８０円（税込７３４円）

お弁当
このページの商品のご予約は、お渡し日の５日前までの受付となります。ご予約が集中した場合など予告なくご予約の受付を終了することがあります。
ご了承くださいませ。表示価格は全て本体価格と税込価格です。税込価格は参考税込価格になります。季節により内容が変わることがございます。

１４ １６ tel

１４ １６ tel

円山

なごみ
２８．６㎝×１７．２㎝ …………………………

２，５００円（税込２，７００円）

１６．３㎝×１６．３㎝ ……………………

２，３００円（税込２，４８４円）

この商品は３個以上からご注文いただけます。

この商品は３個以上からご注文いただけます。

１４ １６ tel

１４ １６ tel

すみれ

季節の松花堂弁当
１７．５㎝×１７．５㎝ …………………………

１，５００円（税込１，６２０円）

３０㎝×１６㎝ …………………………

この商品は３個以上からご注文いただけます。

この商品は３個以上からご注文いただけます。

１４ １６ tel

花小町
１７．４㎝×１７．４㎝ ……………………

１，３００円（税込１，４０４円）

１，３００円（税込１，４０４円）

この商品は３個以上からご注文いただけます。

２

お弁当
このページの商品のご予約は、お渡し日の５日前までの受付となります。ご予約が集中した場合など予告なくご予約の受付を終了することがあります。
ご了承くださいませ。表示価格は全て本体価格と税込価格です。税込価格は参考税込価格になります。季節により内容が変わることがございます。

１４ １６ tel

１４ １６ tel

華雅

幕の内弁当

１９．５㎝×１９．５㎝ …………………………

１，０００円（税込１，０８０円）

２７．６㎝×１８．２㎝ …………………………

この商品は３個以上からご注文いただけます。

１，０００円（税込１，０８０円）

この商品は３個以上からご注文いただけます。

１４ １６ tel

１４ １６ tel

あじさい

洋風弁当
２２．８㎝×２２．８㎝ ……………………………

８５０円（税込９１８円）

２０．５㎝×２０．５㎝ ……………………………

この商品は３個以上からご注文いただけます。

この商品は３個以上からご注文いただけます。

１４ １６ tel

炊きこみごはん弁当
２１．６㎝×１６．５㎝ ……………………………

８００円（税込８６４円）

８００円（税込８６４円）

この商品は３個以上からご注文いただけます。

３

オードブル・お弁当
このページの商品のご予約は、お渡し日の５日前までの受付となります。ご予約が集中した場合など予告なくご予約の受付を終了することがあります。
ご了承くださいませ。表示価格は全て本体価格と税込価格です。税込価格は参考税込価格になります。季節により内容が変わることがございます。

１４ １６

１４ １６

にしがき監修 アン・ソン・ベニール オードブル
３～４人前/４０㎝×３０㎝ ……………………

にしがき監修 アン・ソン・ベニール オードブル

６，０００円（税込６，４８０円）

３～４人前/４０㎝×３０㎝ ……………………

・チキンのガーリックフリット

・チキンのガーリックフリット

・エビのオランデーズソース焼

・エビのオランデーズソース焼

・沖ギスのエスカベッシュ

・沖ギスのエスカベッシュ

・ロールキャベツ クリームチーズソース

・ロールキャベツ クリームチーズソース

・サワラの香草パン粉焼

・サワラの香草パン粉焼

・ベーコンとブロッコリーのオムレツ

・ベーコンとブロッコリーのオムレツ

・バジルチキンサラダ

・バジルチキンサラダ

５，０００円（税込５，４００円）

・ポークシチューとパスタ
・生ハム

１４ １６ tel

１４ １６ tel

にしがき監修 くれ竹松花堂弁当 梅
………………………………………………
・蒸しカキ(ポン酢ジュレ)

にしがき監修 くれ竹松花堂弁当 竹

２，８００円（税込３，０２４円）

………………………………………………
・丹後の蒸し煮鮑(丹後の黒鮑使用)

２，８００円（税込３，０２４円）

・セイコ蟹のテリーヌ（ＴＶで紹介されました）

・蒸しカキ(ポン酢ジュレ)

・菜の花の酢みそ和え

・セイコ蟹のテリーヌ（ＴＶで紹介されました）

・丹後の蒸し煮鮑(丹後の黒鮑使用)

・筑前煮

・ローストポーク(黒豚を使用)

・しめさば

・コッペ蟹グラタン(蟹の出汁・身・子を贅沢に使用)

・コッペ蟹グラタン(蟹の出汁・身・子を贅沢に使用)

・若鶏の八幡巻

・若鶏の八幡巻

・天ぷら

・菜の花のごま和え

・梅しそごはん

・天ぷら
・猪のロースト(丹後猪)
・ばい貝ごはん(間人産ばい貝使用)
この商品は３個以上からご注文いただけます。

この商品は３個以上からご注文いただけます。

４

刺身・お寿司
こちらの商品のご予約は、お渡し日の４日前までの受付となります。ご予約が集中した場合など予告なくご予約の受付を終了することがあります。
ご了承くださいませ。表示価格は全て本体価格と税込価格です。税込価格は参考税込価格になります。季節により内容が変わることがございます。

０７ ７

０７ ７

刺身盛合せ
約５～６人前/３９㎝×３９㎝ …………

お魚屋さんのにぎり寿司

５,５００円（税込５,９４０円）

約５～６人前/わさび抜き（わさび小袋添付）
……………………………………………

ご予約・受け渡しは
宮津店、石川店、駅前店、大宮バイパス店、網野店の
５店舗のみとなります

５，０００円（税込５，４００円）

ご予約・受け渡しは
宮津店、石川店、駅前店、大宮バイパス店、網野店の
５店舗のみとなります

オードブル
こちらの商品のご予約は、お渡し日の４日前までの受付となります。ご予約が集中した場合など予告なくご予約の受付を終了することがあります。
ご了承くださいませ。表示価格は全て本体価格と税込価格です。税込価格は参考税込価格になります。季節により内容が変わることがございます。

１４ １６

１４ １６

１２品目の和洋折衷オードブル
約４人前 ………………………………

９品目の和洋折衷オードブル

４，５００円（税込４，８６０円）

約３人前 ………………………………

牛カルビ焼肉、スモークサーモン、豚バラあぶり焼、焼鳥、キッシュ、他

３，５００円（税込３，７８０円）

スモークサーモン、豚バラあぶり焼、焼鳥、他

ご予約・受け渡しは
石川店、駅前店、大宮バイパス店、網野店、元町店、豊岡店、東舞鶴店
の７店舗のみとなります

ご予約・受け渡しは
石川店、駅前店、大宮バイパス店、網野店、元町店、豊岡店、東舞鶴店
の７店舗のみとなります

５

表示価格は全て本体価格と税込価格です。税込価格は参考税込価格になります。
長崎和牛はご入用の数量をお申し付けくださいませ。

お 肉
が自信を持ってオススメする良質で旨みのあるお肉

０３ ３

３
０３ ４

長崎県産・黒毛和種

長崎和牛 肩ロースすき焼用
１kg …………………………………

京のもち豚 肩ロースしゃぶしゃぶ用

８，８００円（税込９，５０４円）

２７０ｇ（１００ｇ当り税込３１９円） ……………

７９８円（税込８６１円）

ご注文はお渡し日の４日前までにお願いいたします

ご注文はお渡し日の４日前までにお願いいたします

０３ ３

０３ ３

焼肉セット

国内産

黒毛和牛 カルビ（バラ）焼肉用
５８０ｇ（１００ｇ当り税込１，１１４円） ……

３～４人前/約７２０ｇ …………………

５，９８０円（税込６，４５８円）

３,９８０円（税込４,２９８円）

国産和牛カルビ（またはロース）焼肉用（約３２０ｇ）
国産豚肩ロース焼肉用（約２００ｇ）
但馬すこやかどりもも焼肉用（約２００ｇ）

ご注文はお渡し日の４日前までにお願いいたします

ご注文はお渡し日の４日前までにお願いいたします

０３ ３

北の大地牛＆京のもち豚 焼肉セット
約４人前/約８００ｇ …………………

３,９８０円（税込４,２９８円）

北の大地牛カルビ（またはロース）焼肉用（約４００ｇ）
京のもち豚肩ロース焼肉用（約４００ｇ）
ご注文はお渡し日の４日前までにお願いいたします

６

お祝いケーキ
特別な日の思い出に、心を込めた演出で笑顔を作ります
表示価格は全て本体価格と税込価格です。税込価格は参考税込価格になります。

人気のキャラクターを揃えました。
番組放送終了と同時に商品が変更になる場合が
ございます。

al Day CaKe
i
c
e
p
S

お祝いケーキ
お誕生日や素敵な記念日にとっておきの贈り物

１８ １８

きかんしゃトーマス５号

デリシャスパーティプリキュア５号

●ケーキにはチョコプレートとホワイトペンシルが付いています

ので、ご家庭でお名前入れをお願いします。

山崎パン

●商品の内容を一部変更する場合がございます。

各直径１５㎝ ………………………

ご注文はお渡し日の３日前までにお願いいたします

山崎パン

６号/直径１８㎝ ………………………
７号/直径２１㎝ ………………………

山崎パン

２,１００円（税込２,２６８円）
２,６００円（税込２,８０８円）
３,１００円（税込３,３４８円）

５号/直径１５㎝ ………………………
６号/直径１８㎝ ………………………

２,６００円（税込２,８０８円）

１８ １８

お祝いケーキ 苺サンド

４号/直径１２㎝ ………………………

お祝いケーキ 生チョコ６号

直径１８㎝ ………………………

※写真の商品は苺サンド６号です

１８ １８

山崎パン

１８ １８

お祝いケーキ 生ケーキ

５号/直径１５㎝ ………………………

３,５００円（税込３,７８０円）

●暴太郎戦隊ドンブラザーズ５号
●デリシャスパーティプリキュア５号 ●仮面ライダーギーツ５号
●ポケットモンスター５号 ●きかんしゃトーマス５号

※写真の商品は生ケーキ６号です

１８ １８

キャラデコ お祝いケーキ

山崎パン

２,４００円（税込２,５９２円）
２,７００円（税込２,９１６円）
３,１００円（税込３,３４８円）

お祝いケーキ パーティー用ケーキ

２２㎝×２８㎝ ……………………

７

５,６００円（税込６,０４８円）

お土産・鏡餅

表示価格は全て本体価格と税込価格です。税込価格は参考税込価格になります。

１８ １８

１８ １８

風美堂

長崎カステラ

風美堂

１本入 ………………………………
２本入 ………………………………

１，０００円（税込１，０８０円）
２，０００円（税込２,１６０円）

ちりめん羊羹

１本入 ………………………………
２本入 ………………………………

ご注文はお渡し日の４日前までにお願いいたします

１８ １８

糸井餅店

１，０００円（税込１，０８０円）
２，０００円（税込２,１６０円）

ご注文はお渡し日の４日前までにお願いいたします

※写真はイメージです

鏡餅

１升２段取り ………………………
２升２段取り ………………………

２,７００円（税込２,９１６円）
５,４００円（税込５,８３２円）

ご注文はお渡し日の７日前までにお願いいたします
※写真の商品は中/生鯛サイズ約５００ｇです
この商品は月曜日のお渡しはできません

祝 鯛
表示価格は全て本体価格と税込価格です。税込価格は参考税込価格になります。季節により内容が変わることがございます。

０７ ７

※写真の商品は中/生鯛サイズ約５００ｇです

０７ ８

真鯛

祝焼鯛

国産/養殖/１尾/約９００ｇ～１㎏ ………

２,０００円（税込２,１６０円）

大/生鯛サイズ約１㎏ …………………
中/生鯛サイズ約５００ｇ ………………

ご注文はお渡し日の５日前までにお願いいたします
この商品は水曜日のお渡しはできません

小/生鯛サイズ約３００ｇ ………………

８

３,０００円（税込３,２４０円）
２,０００円（税込２,１６０円）
１,０００円（税込１,０８０円）

ご注文はお渡し日の５日前までにお願いいたします
この商品は水曜日のお渡しはできません

慶

事

表示価格は全て本体価格と税込価格です。税込価格は参考税込価格になります。

１８ １８

福徳食品

１８ １８

お茶受用 上用紅白饅頭

２個入/１３㎝×１３㎝ ………………………

福徳食品

４２０円（税込４５３円）

５個入/１４.５㎝×１４.５㎝ …………………

ご注文はお渡し日の３日前までにお願いいたします
お渡しは(火)(木)(土)(日)曜日のみとなります

１８ １８

紅白饅頭

福徳食品

２個入/１８㎝×９㎝ ………………………

８７０円（税込９３９円）

１８ １８

上用紅白饅頭

２個入/１８㎝×９㎝ …………………
５個入/１８㎝×１８㎝ ………………

１,６２０円（税込１,７４９円）

ご注文はお渡し日の３日前までにお願いいたします
お渡しは(火)(木)(土)(日)曜日のみとなります

※写真の商品は５個入です

１８ １８

紅白饅頭

５個入/１８㎝×１８㎝ ………………

ご注文はお渡し日の３日前までにお願いいたします
お渡しは(火)(木)(土)(日)曜日のみとなります

福徳食品

５７０円（税込６１５円）

ご注文はお渡し日の３日前までにお願いいたします
お渡しは(火)(木)(土)(日)曜日のみとなります

１８ １８

福徳食品

お祝用茶菓子

福徳食品

１,３２０円（税込１,４２５円）
２,０５０円（税込２,２１４円）

お祝用引菓子

約１５㎝×１５㎝ ……………………

３,５００円（税込３,７８０円）

ご注文はお渡し日の３日前までにお願いいたします
お渡しは(火)(木)(土)(日)曜日のみとなります

ご注文はお渡し日の３日前までにお願いいたします
お渡しは(火)(木)(土)(日)曜日のみとなります

９

