
ローストビーフやプロ
シュート、マリネやグリル
野菜など、バラエティ豊か
なデリの詰め合わせ。

●人気ベーグル専門店「BAGEL & BAGEL」のベーグルを使ったベーグルサ
ンドをご家庭やオフィスに直接お届けします！

●ベーグルと具材の組み合わせは、お好みで様々な種類の中からお選び
いただけます。

●ランチミーティングなどのオフィスシーン、大人数が集まるパーティー
シーンなど、様々な用途でご利用いただけます。

2,160円 [税抜]

バラエティーベーグルBOX

照り焼きチキンにロースト
ビーフ、ロースカツなど肉
料理が中心。お肉好きな方
におすすめ！

2,160円 [税抜]

ミートスタイルベーグルBOX

炙りサーモンやサーモンフ
ライなど魚料理が中心。
シーフードが好きな方にお
すすめ！

2,160円 [税抜]

シーフードスタイル
ベーグルBOX



[ サラダ ]
グリルチキン、グリーン
カール、赤パプリカ、黄パ
プリカ

1,000円 [税抜]

選べるベーグルのミニ
ボックス～Meat Style～

1,000円 [税抜]

選べるベーグルのミニ
ボックス～Seafood Style～

1,000円 [税抜]

選べるベーグルのミニ
ボックス～Fruit Style～

ごぼうの和え物やほうれん
草のおひたしや新じゃがの
グリルといった季節のお野
菜を用いたヘルシーなバス
ケット。

2,500円 [税抜]

季節野菜のバスケット

骨付きフランクやミニハン
バーグ、ポテトサラダと
いったボリュームたっぷり
なアメリカンスタイルのバ
スケット。

2,600円 [税抜]

American Style Basket

照り焼きチキン、生ハム、
炙りサーモンなど、ベーグ
ルと相性のよいデリバス
ケット。

2,800円 [税抜]

Royal road the Basket

豆腐ハンバーグや焼き野菜
などを詰め込み、ヘルシー
でナチュラルなBOXに仕上げ
ました。

2,800円 [税抜]

Naturale Style Box

豆のマリネやジェノベーゼ、
テリーヌなどヘルシーなデ
リをたっぷり詰め合わせま
した。

2, 600円 [税抜]

Gentle Food Box

ケーキやマフィン、タルト
などをたっぷり詰め込んだ、
甘いものが好きな方におす
すめのBOXです。

2,500円 [税抜]

Caramelle Box

[ サラダ ]
サーモン、グリーンカール、
赤パプリカ、黄パプリカ

[ サラダ ]
季節のフルーツ、グリーン
カール、赤パプリカ、黄パ
プリカ



1,200円 [税抜]

100円 [税抜]

缶の緑茶 190ml 

200円 [税抜]

ペットボトル緑茶
500ml 

1,150円 [税抜] 1,050円 [税抜] 1,050円 [税抜]

スモークサーモンとクリー
ムチーズが相性抜群の王道
ベーグルサンド。

1,350円 [税抜]

【ランチBOX】
スモークサーモン
＆クリームチーズ

1,400円 [税抜] 1,300円 [税抜]

ぷりぷりエビとフレッシュ
なアボカドのゴールデンコ
ンビ。

【ランチBOX】
エビとアボカドクリーム

ふっくらジューシーに焼き
上げた照焼きチキンに、
シャキシャキ食感のオニオ
ンソースを合わせました。

【ランチBOX】
てりやきチキン

濃厚でまろやか、クリー
ミーな味わいがやみつきに
なります。

【ランチBOX】
クリームチーズサンド

プレーン

角切りチキンとささがきご
ぼうを香ばしい胡麻マヨ
ソースで和えました。

【ランチBOX】
ごぼうとチキンの
焙煎胡麻サラダ

ふんわり食感の特製半熟た
まごのシンプルなベーグル
サンド。

【ランチBOX】
ベーコン＆半熟たまご

メープルシロップとくるみ
が入ったクリームチーズを
サンドしました。

【ランチBOX】
クリームチーズサンド
メープルウォルナッツ



● ご注文について
6,000円より承ります。
最低注文金額は地域によって異なります。
ご注文はお届けの前日18時まで承ります。
メニューによっては前日の注文ができない場合がございます。

● 配送可能地域について
東京都全域、神奈川県全域、埼玉県の一部です。
配達地域により配送料金(1,080円～)がかかります。

● ゴミの回収が必要な場合
別途3,240円を頂戴いたします。

● 暴力団関係者であることが契約後に判明した場合
東京都暴力団排除条例の「利益供与」に該当するため、当日であっても
お断りをさせて頂くことを予めご了承下さい。

● 1日前～当日 キャンセル料 100% 
お届け自体のキャンセルおよび注文数量の減少

● 土日を除く2日前 キャンセル料 40% 
お届け自体のキャンセルおよび5個以上の注文数量の減少

● ご注文金額が10万円を超えるご注文の場合
7日前～土日祝を除く3日前 キャンセル料 30%

キャンセル規定



地域 最低配達料金 配達料金 地域 最低配達料金 配達料金

あ 荒川区 ¥10,000 ¥1,080 ち 中央区 ¥6,000 ¥1,080

足立区 ¥10,000 ¥1,080 千代田区 ¥6,000 ¥2,160

昭島市 ¥30,000 ¥2,160 調布市 ¥14,000 ¥2,160

あきる野市 ¥36,000 ¥3,240 と 豊島区 ¥10,000 ¥1,080

い 板橋区 ¥10,000 ¥1,080 な 中野区 ¥10,000 ¥1,080

稲城市 ¥14,000 ¥1,080 に 西東京市 ¥14,000 ¥2,160

え 江戸川区 ¥22,000 ¥3,240 西多摩郡瑞穂町 ¥30,000 ¥3,240

お 大田区 ¥6,000 ¥1,080 西多摩郡日の出町 ¥30,000 ¥3,240

青梅市 ¥30,000 ¥1,080 ね 練馬区 ¥10,000 ¥1,080

か 葛飾区 ¥10,000 ¥2,160 は 八王子市 ¥30,000 ¥3,240

き 北区 ¥10,000 ¥2,160 羽村市 ¥30,000 ¥2,160

清瀬市 ¥20,000 ¥1,080 ひ 東村山市 ¥30,000 ¥2,160

く 国立市 ¥18,000 ¥2,160 日野市 ¥30,000 ¥2,160

こ 江東区 ¥10,000 ¥1,080 東久留米市 ¥18,000 ¥2,160

小平市 ¥18,000 ¥2,160 東大和市 ¥18,000 ¥2,160

狛江市 ¥12,000 ¥1,620 ふ 文京区 ¥10,000 ¥1,080

小金井市 ¥18,000 ¥2,160 府中市 ¥18,000 ¥2,160

国分寺市 ¥20,000 ¥2,160 福生市 ¥30,000 ¥3,240

し 渋谷区 ¥6,000 ¥1,080 ま 町田市 ¥20,000 ¥2,160

品川区 ¥6,000 ¥1,080 み 港区 ¥6,000 ¥1,080

新宿区 ¥6,000 ¥1,080 三鷹市 ¥12,000 ¥1,620

す 杉並区 ¥10,000 ¥1,080 む 武蔵村山市 ¥30,000 ¥3,240

墨田区 ¥10,000 ¥1,080 武蔵野市 ¥14,000 ¥2,160

せ 世田谷区 ¥6,000 ¥1,080 め 目黒区 ¥6,000 ¥1,080

た 台東区 ¥10,000 ¥1,080

多摩市 ¥18,000 ¥2,160

立川市 ¥30,000 ¥2,160

東京都　料金表



地域 最低配達料金 配達料金 地域 最低配達料金 配達料金

あ 厚木市 ¥36,000 ¥3,240 み 三浦郡葉山町 ¥45,000 ¥3,240

綾瀬市 ¥36,000 ¥3,240 や 大和市 ¥30,000 ¥2,160

愛甲郡愛川町 ¥36,000 ¥3,240 よ 横浜市港北区 ¥8,000 ¥1,080

愛甲郡清川村 ¥45,000 ¥3,240 横浜市神奈川区 ¥10,000 ¥1,080

い 伊勢原市 ¥45,000 ¥3,240 横浜市都筑区 ¥10,000 ¥1,080

え 海老名市 ¥36,000 ¥3,240 横浜市鶴見区 ¥10,000 ¥1,080

か 川崎市中原区 ¥6,000 ¥1,080 横浜市保土ケ谷区 ¥14,000 ¥2,160

川崎市宮前区 ¥10,000 ¥1,080 横浜市中区 ¥14,000 ¥2,160

川崎市多摩区 ¥10,000 ¥1,080 横浜市西区 ¥14,000 ¥2,160

川崎市高津区 ¥10,000 ¥1,080 横浜市青葉区 ¥14,000 ¥2,160

川崎市幸区 ¥10,000 ¥1,080 横浜市緑区 ¥14,000 ¥2,160

川崎市川崎区 ¥10,000 ¥1,080 横浜市磯子区 ¥18,000 ¥2,160

川崎市麻生区 ¥14,000 ¥2,160 横浜市南区 ¥18,000 ¥2,160

鎌倉市 ¥36,000 ¥3,240 横浜市旭区 ¥18,000 ¥2,160

こ 高座郡寒川町 ¥45,000 ¥3,240 横浜市金沢区 ¥30,000 ¥2,160

さ 相模原市南区 ¥30,000 ¥2,160 横浜市戸塚区 ¥30,000 ¥2,160

相模原市中央区 ¥36,000 ¥3,240 横浜市港南区 ¥30,000 ¥2,160

相模原市緑区 ¥36,000 ¥3,240 横浜市泉区 ¥30,000 ¥2,160

座間市 ¥30,000 ¥2,160 横浜市栄区 ¥30,000 ¥2,160

す 逗子市 ¥36,000 ¥3,240 横浜市瀬谷区 ¥30,000 ¥2,160

ち 茅ヶ崎市 ¥36,000 ¥3,240 横須賀市 ¥36,000 ¥3,240

な 中郡大磯町 ¥45,000 ¥3,240

は 秦野市 ¥45,000 ¥3,240

ひ 平塚市 ¥45,000 ¥3,240

ふ 藤沢市 ¥36,000 ¥3,240

神奈川県　料金表



地域 最低配達料金 配達料金 地域 最低配達料金 配達料金

あ 上尾市 ¥45,000 ¥3,240 さ 幸手市 ¥36,000 ¥3,240

朝霞市 ¥30,000 ¥2,160 坂戸市 ¥45,000 ¥3,240

い 入間郡三芳町 ¥36,000 ¥3,240 挟山市 ¥45,000 ¥3,240

入間市 ¥45,000 ¥3,240 し 志木市 ¥30,000 ¥2,160

お 桶川市 ¥45,000 ¥3,240 そ 草加市 ¥18,000 ¥2,160

か 春日部市 ¥36,000 ¥3,240 と 戸田市 ¥30,000 ¥2,160

川越市 ¥45,000 ¥3,240 所沢市 ¥36,000 ¥3,240

川口市 ¥18,000 ¥2,160 に 新座市 ¥36,000 ¥3,240

き 北葛飾郡杉戸町 ¥45,000 ¥3,240 は 蓮田市 ¥45,000 ¥3,240

北葛飾郡伊奈町 ¥45,000 ¥3,240 ひ 比企郡吉見町 ¥45,000 ¥3,240

北葛飾郡松伏町 ¥36,000 ¥3,240 比企郡川島町 ¥45,000 ¥3,240

く 久喜市 ¥45,000 ¥3,240 ふ ふじみ野市 ¥18,000 ¥2,160

こ 越谷市 ¥30,000 ¥2,160 富士見市 ¥18,000 ¥2,160

さ さいたま市緑区 ¥30,000 ¥2,160 み 南埼玉郡宮代町 ¥30,000 ¥2,160

さいたま市南区 ¥30,000 ¥2,160 南埼玉郡白岡町 ¥30,000 ¥2,160

さいたま市桜区 ¥30,000 ¥2,160 や 八潮市 ¥14,000 ¥2,160

さいたま市中央区 ¥30,000 ¥2,160 よ 吉川市 ¥18,000 ¥2,160

さいたま市岩槻区 ¥36,000 ¥3,240 わ 和光市 ¥14,000 ¥2,160

さいたま市浦和区 ¥36,000 ¥3,240 蕨市 ¥14,000 ¥2,160

さいたま市大宮区 ¥36,000 ¥3,240

さいたま市西区 ¥36,000 ¥3,240

さいたま市北区 ¥36,000 ¥3,240

さいたま市見沼区 ¥36,000 ¥3,240

埼玉県　料金表



地域 最低配達料金 配達料金

あ 我孫子市 ¥36,000 ¥3,240

い 市川市 ¥18,000 ¥2,160

印西市 ¥45,000 ¥3,240

う 浦安市 ¥18,000 ¥2,160

か 柏市 ¥36,000 ¥3,240

鎌ヶ谷市 ¥30,000 ¥2,160

し 白井市 ¥36,000 ¥3,240

ち 千葉市花見川区 ¥36,000 ¥3,240

千葉市美浜区 ¥36,000 ¥3,240

千葉市稲毛区 ¥36,000 ¥3,240

千葉市中央区 ¥45,000 ¥3,240

千葉市若葉区 ¥45,000 ¥3,240

な 習志野市 ¥36,000 ¥3,240

流山市 ¥30,000 ¥2,160

の 野田市 ¥45,000 ¥3,240

ふ 船橋市 ¥30,000 ¥2,160

ま 松戸市 ¥30,000 ¥2,160

や 八千代市 ¥36,000 ¥3,240

よ 四街道市 ¥45,000 ¥3,240

千葉県　料金表


