
丼物 （緑枠内 みそ汁付）

■幕の内弁当   2,000円
■その他 慶弔用幕の内弁当など
　　　　   3,000円より承ります。
■その他 慶弔用幕の内弁当など
　　　　   3,000円より承ります。

■造り盛合わせ（1人盛り） 
　　　　　　1,200円
■造り盛合わせ（1人盛り） 
　　　　　　1,200円

■幕の内弁当
　　   　　1,000円
■幕の内弁当
　　   　　1,000円

■幕の内弁当   800円

　　　　　          
■ローストビーフセット
　　　　　          980円

■ミックスフライセット
　　　　　　   880円

こちらのお弁当は左側を
｢肉じゃが｣又は｢焼き魚｣を
ご選択いただけます。

■ハンバーグセット
　　　　　　   1,080円

■ローストチキンセット
　　　　　　　 850円

■ミックスフライ＆
ローストビーフセット
    　　 1,320円

■ローストチキン＆
　ハンバーグセット
　　　　 1,250円

■ローストチキン＆
　焼魚セット     980円

■ローストチキン＆
　焼肉セット   1,180円

■ミックスフライ＆
　ハンバーグセット
 　1,380円

■ミックスフライ＆
　焼肉セット  1,280円

■天ぷらお造りセット
　　　 　　　1,200円

　■焼肉セット　 880円

■みそ汁  90円■白御飯   170円■白御飯   170円

■天   丼      800円■天   丼      800円

■国産うな重  3,200円

■うな重
       　1,780円
■うな重
       　1,780円

■牛スジ煮込み丼
　        　　 900円

■太刀重
　　    1,500円

（太刀魚
 蒲焼き丼）■太刀重

　　    1,500円
（太刀魚
 蒲焼き丼）

■海鮮丼   1,580円■海鮮丼   1,580円

■サーモンいくら丼 
　　             1,580円
■サーモンいくら丼
             　　1,580円

■まぐろ丼   900円
■いくら丼 1,680円

■太刀魚丼   980円■太刀魚丼   980円

（下記メニューは寿司シャリか､
　　　　御飯をお選び戴けます。）
（下記メニューは寿司シャリか､
　　　　御飯をお選び戴けます。）

（上記メニューの鍋はIH対応アルミ鍋になります。）（上記メニューの鍋はIH対応アルミ鍋になります。）

《注》  ローストチキンは塩ダレ又は甘ダレをご選択出来ます。

■鍋焼きうどん
　　　　 980円
■味噌煮込うどん  980円
■国産牛すき焼き    1,680円

■寄せ鍋小鍋
　　     1,000円

■国産牛しゃぶしゃぶ1,680円

■和牛ステーキ丼弁当
　　    　   2,000円
■和牛ステーキ丼弁当
　  　    　 2,000円

■和牛ロースト
　　ビーフ丼弁当   1,300円
■和牛ロースト
　　ビーフ丼弁当   1,300円

■国産牛焼肉丼弁当
　      　1,000円
■国産牛焼肉丼弁当
　      　1,000円

■とんかつ弁当   880円

■お刺身弁当   1,250円■お刺身弁当   1,250円

　■天ぷら弁当  900円　■天ぷら弁当  900円

■ローストチキン弁当
　　　　　　　980円
■ローストチキン弁当
　　　　　　　980円

■国産牛ハンバーグ弁当
　　　　　　  1,180円
■国産牛ハンバーグ弁当
　　　　　　  1,180円

■みかん鶏唐揚げ弁当
                            780円
■みかん鶏唐揚げ弁当
                            780円

■オムライス弁当
                  980円
■オムライス弁当
                  980円

■お子様カレー
               580円
■お子様カレー
               580円

（へレカツ又は海老フライ､
  カキフライに変更できます。）

■天ぷら
　蕎麦(うどん)
          　900円
■蒸し鶏ミニ
サラダ  200円

■コロナに
カツカレー  980円

■ヘレカツカレー
　　　　　   780円

■カレーライス
   　　      500円

（海老フライ又はハン
 バーグに変更できます。）

（鶏唐揚げ又はウィン
  ナーに変更できます。）

■酒肴セットＢ
　　  1,580円
（鶏つみれと白ネギの串焼、
 鶏唐揚げ､海老フリッター、
 ローストポーク、枝豆）

■酒肴セットＡ
　　  1,580円
（海老フライ､枝豆､焼き鳥､
　鶏唐揚げ､蒸し鶏サラダ）

■酒肴セットＣ
　　  1,580円

（豚串カツ､みかん鶏唐揚げ､手羽先
唐揚げ（甘ダレ）､フライドポテト）　

お申込み
お問合せは
お電話で !!

※ 食品衛生には充分に気をつけておりますが、料理の
　　 お届け後は、２～３時間をめどにお召し上がり下さい。

※ 時節柄、商品は全て使い捨て容器の使用となります。

《注》 表示料金には全て消費税が別途かかります。

※ 当館ではお客様にご安心頂くため、コロナ対策（手洗い・
　　 消毒・体温チェック等）をスタッフ一同徹底しております。

有田市星尾37  FAX0737-88-7543 お電話受付時間 ： 午前９時～午後１０時まで

ayuchaya.net

京弁当
　1,500円

京弁当
1,800円

京弁当
　　2,000円

ご利用合計額 5,000円以上（有田市内2,000円以上）でご指定の場所まで配達します。（配達は当社指定区域内となります。）

お子さま弁当
 680円⇒ 円
お子さま弁当
 680円⇒ 480円

■お支払いはペイペイでも承ります。

■和牛ステーキ＆海老フライ弁当
　　3,500円 (海老フライをへレカツ又は

　ロースかつに変更出来ます）

■和牛ローストビーフ＆海老フライ弁当
　　　2,800円 (海老フライをへレカツ又は

　ロースかつに変更出来ます）

※写真は､造り盛合せ 5人盛りです。

小 鍋

揚 物

● お料理ご注文のお客様には、鮎茶屋内コンビニ取扱商品もお届けします。　《例》 日用品､カップ麺､パン類､飲料等

宅 配
家族応援

ご自宅の玄関へお届けします

■茶碗蒸し
 400円⇒350円
■茶碗蒸し
 400円⇒350円

（社会状況により変更
　 　することもあります。）

新メニューどんどん更新中

仕出し専用サイト

1月31日迄1月31日迄
提供
期間

⇒

一品その他

おかずシリーズ

おかずシリーズ
  おてごろサイズ

■天ぷら盛合せ    780円
■若鳥唐揚げ　    480円
■手羽先唐揚げ    480円
■たこ唐揚げ　    550円

《注》 表示料金には全て消費税が別途かかります。

■おにぎり    300円
（
２
個
）

前回に続いての第3弾です。新メニューもどんどん更新して
おります。スマホをお持ちの方は右のQRコードにアクセスしてね。

Ｒ
３


