
チラシ有効期限：2020年10月31日(土)

●表示価格には軽減税率８%の消費税が含まれております ●写真はイメージです ●季節により食材が多少異なります ●
記載した内容は予告なく変更する場合がございます ●他の特典・クーポン・割引サービスとの併用はできません ●菊水楼
より徒歩30分圏内のみ無料にて配達いたします ●法人様の請求書対応をご希望の際はお問い合わせくださいませ

菊水楼より
徒歩30分圏内のみ

配達無料 菊水楼・うな菊

お弁当
お持ち帰り

配達
料亭『菊水楼』のおもてなしの心はそのままに、旬の食材を活かしたお料理を御弁当にお詰めしました。
ご家族やご友人とのお食事会や、在宅ワーク・オフィス会議等、慶事・弔事問わずご用命ください。

菊水弁当結ゆい 3,500
下段には大和牛をたっぷり使用した牛めし。
上段には色とりどりの八寸をお詰めしました。

(税込)

円

菊水弁当織しき 1,500
(税込)

円

菊水弁当結ゆい 3,500
(税込)

円

メインのおかずはお魚となります。煮物・
焼物など四季を感じる様々なおかずを、彩
豊かにお詰めしました。

菊水弁当博はく 1,500
(税込)

円

メインのおかずはお魚となります。煮物・
焼物など四季を感じる様々なおかずを、彩
豊かにお詰めしました。

菊水弁当環たまき 2,000
(税込)

円

お肉をメインとした御弁当です。吉野本葛
を使用した手作りの胡麻豆腐や丁寧に仕込
んだ数々のおかずをお楽しみください。

菊水弁当悠はるか 2,000
(税込)

円

旬の食材を活かした、お魚を中心とした御
弁当です。吉野本葛を使用した胡麻豆腐は
毎朝仕込む手作りの一品です。

お魚とお肉どちらもお楽しみいただける欲
張りな御弁当。胡麻豆腐等の八寸や、煮物
・焼物など、丁寧に仕上げた様々な副菜を
ぜひご賞味ください。

下段には奈良県産大和牛を柔らかく炊き
上げた牛めし、上段には色とりどりの
八寸をお詰めしたボリュームたっぷりの
二段弁当。丁寧に仕込んだ煮物・焼物
などをご堪能いただけます。

菊水弁当縁えにし 2,500
(税込)

円



無料配達金額 配達可能エリア

お弁当２個以上 菊水楼より徒歩30分圏内

5,000円～
奈良市 ※奈良市の山間部等の遠方エリアにつきましては、

別途ご連絡させていただくことがございます。

15,000円～ 天理市・大和郡山市・木津川市

20,000円～
生駒市・生駒郡安堵町・生駒郡平群町・北葛城郡河合町
磯城郡川西町・磯城郡田原本町・磯城郡三宅町・京田辺市
相楽郡精華町

25,000円～ 桜井市・大和高田市

30,000円～
橿原市・生駒郡斑鳩町・生駒郡三郷町・北葛城郡王寺町
北葛城郡上牧町・北葛城郡広陵町・山辺郡山添村・城陽市

※お届けエリアによって無料配達が可能となる金額が異なります。

うなぎ弁当 一尾 4,104
(税込)

円

●表示価格には軽減税率８%の消費税が含まれております ●写真はイメージです ●季節に
より食材が多少異なります ●記載した内容は予告なく変更する場合がございます ●他の
特典・クーポン・割引サービスとの併用はできません ●菊水楼より徒歩30分圏内のみ無料に
て配達いたします ●法人様の請求書対応をご希望の際はお問い合わせください

0742-23-2001
yoyaku@kikusuiro.co.jp

３日前までに
ご予約ください

お弁当２個以上

でご注文承ります

配達/店頭受取
11:00-17:00

お支払い
現金のみ

菊水弁当豊ゆたか 6,000 (税込)

円

下段には国産活鰻を使用し、炭火でじっくりタレ焼
きした蒲焼がたっぷり乗ったうな重、上段には旬の
食材を使用した色とりどりの八寸をお詰めした、菊
水楼とうな菊どちらの味も楽しめる豪華な二段弁当
。丁寧に仕込んだ八寸・煮物・焼物などをご堪能い
ただけます。

うなぎ弁当 半尾 2,160
(税込)

円

うなぎ弁当まむし(一尾半) 5,724 (税込)

円

国産活鰻のみを使用した本格
江戸前スタイル。白焼きした
鰻にしっかり蒸を入れ、炭火
でじっくりタレ焼きいたしま
した。

うなぎ弁当一尾

半尾

まむし（一尾半）

うなぎの蒲焼 半尾1,896 (税込)

円 うなぎの蒲焼 一尾3,672 (税込)

円

白焼きした鰻にしっかり蒸を入れ、炭火でじっくりタレ焼きいたします。
※蒲焼のみ・ごはんはありません。
※同価格にてお持たせ用の真空パック・化粧箱入りもございます（要冷蔵）

蒲焼半尾 蒲焼一尾

うまき 1,296 (税込)

円 出し巻 864 (税込)

円

自家製わらび餅(10個入)  

1,080
(税込)

円

ふっくら香ばしく焼き上げられた鰻を
ふわふわの卵で巻きあげてうまきにい
たしました。別添えのうなぎのタレを
かけてお召し上がりください。

コクのある味わいと鮮やかなオレンジ
色の卵黄が特徴の蘭王卵を使用した、
ふっくらとした厚みのある玉子焼きで
す。

季節の羊羹 (250g)  

1,620
(税込)

円

大和の四季をイメージした４種のお味
◆春：さくら羊羹
◆夏：レモン羊羹

◆秋：ドライフルーツ入りほうじ茶羊羹
◆冬：干し柿入り抹茶羊羹



お弁当ご注文用紙 記入日 年 月 日

以下に必要事項をご記入いただき、FAXにてご注文ください。ご贈答の場合は先様のお届け先のご記入をお願いいたします。
ご注文内容の確認のため、折り返しFAXあるいはお電話を差し上げます。 ※お客様の個人情報は、商品の配送のみに使用します。

FAX送信方向

商
品
ご
注
文
内
容

商品名 税込料金 数量 合計

菊
水
楼

菊水弁当織 しき（魚） 1,500円

菊水弁当博 はく（肉） 1,500円

菊水弁当悠 はるか（魚） 2,000円

菊水弁当環 たまき（肉） 2,000円

菊水弁当縁 えにし 2,500円

菊水弁当結 ゆい（二段弁当・大和牛） 3,500円

菊水弁当 豊 ゆたか（二段弁当・うな重） 6,000円

季節の羊羹（さくら・レモン・ほうじ茶・干し柿抹茶） 1,620円

う
な
菊

うなぎ弁当 半尾 2,160円

うなぎ弁当 一尾 4,104円

うなぎ弁当 まむし（一匹半） 5,724円

うなぎの蒲焼 半尾 1,836円

うなぎの蒲焼 一尾 3,672円

うまき 1,296円

出し巻 3,864円

自家製わらび餅(10個入り) 1,080円

合計

FAX：０７４２－２６－００２５📠送信する面をご確認ください

□配達 □来店 年 月 日( ) ： ~ ： の間を希望

ご依頼主様
お名前

(会社名)

フリガナ ご担当者様名

様 様

ご住所

フリガナ

〒 －

お電話 － －

用途

□会議・研修 □接待・来客
□お祝い □イベント・行事
□法事 □スポーツ・大会
その他( )

携帯電話 － －

FAX － －

お届け先
□上記住所にお届け
□他の住所にお届け→

ご住所

当日連絡先
様

☎ － －

お支払い方法 □現金 □請求書・銀行振り込み(法人様のみ)

領収書・請求書のお宛名 様

何でお知りに
なりましたか？

□菊水楼ホームページ □チラシ □DM □紹介 □当社営業担当
□その他( )

おたより欄 お届けに関するご希望、ご意見などお寄せください。


