
天ぷらをメインにした御弁
当です。会議用の昼食とし
てご利用頂いております。

瑠璃 るり
1,200円 (税抜)

剣 和

和食・中華を盛り込んだボ
リュームある御弁当です。

時雨 しぐれ
1,200円 (税抜)

＜当店人気№1＞ 色んな種

類を少しずつ召し上がりた
い女性向けの御弁当です。

菖 あやめ
1,350円 (税抜)

百年の歴史を誇る老舗高級日本料亭で
修業した職人の技術が詰まった
高級折詰膳



＜当店人気№2＞ 天ぷらと

焼き魚、こだわりの卵焼き
を盛り込んだ、女性から年
配の方に喜ばれる御弁当で
す。

桂 かつら
1,500円 (税抜)

泉 いずみ
1,800円 (税抜)

鶯 うぐいす
1,800円 (税抜)

柚葉 ゆずは
2,400円 (税抜)

絹 きぬ
2,400円 (税抜)

3種の具が楽しめるちらし寿

司と焼き魚・揚げ物・煮物
等、職人のこだわりが感じ
られる御弁当です。

朔 さく
2,400円 (税抜)

いくら・海老をふんだんに
使用したちらし寿司とこだ
わりの卵焼き・煮物等、ボ
リュームのある御弁当です。

誉 ほまれ
2,400円 (税抜)

東 あずま
2,880円 (税抜)

巽 たつみ
3,000円 (税抜)

和食・中華など、正統派の
御弁当ならこちら。御弁当
の器にもこだわっておりま
す。

いくらをふんだんに使用し
たちらし寿司と焼き魚・揚
げもの等、ボリューム感の
ある御弁当です。

ちりめん山椒とご飯に合う
揚げ物・焼き魚・酢の物等、
見た目・ボリューム共にご
満点いただけます。

当店人気№3の泉弁当のワン

ランク上の御弁当です。会
合等、大切な場面に活躍し
ます。

＜当店人気№3＞ 女性はも

ちろんのこと、男性の方に
もご満足いただける御弁当
です。

いくらをふんだんに使用し
たちらし寿司と天ぷらを盛
り込んだ、贅沢な御弁当で
す。



1段目にちらし寿司、2段

目にはこだわりの卵焼き
と焼き魚・煮物等、豪華
な2段重になっています。

旭 あさひ
3,000円 (税抜)

梓 あずさ
3,000円 (税抜)

晶 あきら
3,000円 (税抜)

千鳥 ちどり
3,360円 (税抜)

亜麻 あま
3,600円 (税抜)

お祝いの席で是非ご利用
頂きたいお弁当です。
2段重で、綺麗な見た目も
気分を高めます。

柳 やなぎ
3,600円 (税抜)

いくら・海老を使用した
ちらし寿司等、器も華や
かで、大事な日・お祝い
などに彩りを添えます。

伽藍 がらん
3,840円 (税抜)

お祝いの席で是非ご利用
頂きたいお弁当です。
2段重で、綺麗な見た目も
気分を高めます。

手の込んだちらし寿司と
揚げ物、酢の物等、見た
目・ボリューム共にご満
点いただけます。

これぞ和職人の作る幕の
内弁当。シンプルかつ丁
寧な技術を詰め込みまし
た。

揚げ物・煮物・焼き物を
バランスよく揃えた副菜
のみの御弁当です。

ペットボトル緑茶
500ml 

200円 (税抜)
お赤飯をメインにした、
お祝い事で大活躍する華
やかな2段重です。

更紗 さらさ
4,200円 (税抜)



下記ご確認ください。

■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 あきる野市 ¥40,000 ¥3,240 た 台東区 8000 1080

昭島市 ¥30,000 ¥2,160 立川市 30000 2160

荒川区 ¥6,000 ¥1,080 ち 中央区 ¥8,000 ¥1,080

足立区 ¥6,000 ¥1,080 調布市 ¥20,000 ¥2,160

い 稲城市 ¥20,000 ¥2,160 千代田区 ¥8,000 ¥1,080

板橋区 ¥8,000 ¥1,080 豊島区 ¥8,000 ¥1,080

え 江戸川区 ¥8,000 ¥1,080 な 中野区 ¥10,000 ¥1,080

お 青梅市 ¥50,000 ¥3,240 に 西東京市 ¥14,000 ¥2,160

大田区 ¥10,000 ¥1,080 西多摩郡瑞穂町 ¥50,000 ¥3,240

か 葛飾区 ¥6,000 ¥1,080 西多摩郡日の出町 ¥50,000 ¥3,240

き 清瀬市 ¥30,000 ¥2,160 ね 練馬区 ¥8,000 ¥1,080

北区 ¥6,000 ¥1,080 八王子市 ¥50,000 ¥3,240

く 国立市 ¥20,000 ¥2,160 羽村市 ¥30,000 ¥3,240

こ 小平市 ¥20,000 ¥2,160 ひ 東村山市 ¥30,000 ¥2,160

狛江市 ¥12,000 ¥1,620 日野市 ¥40,000 ¥2,160

小金井市 ¥20,000 ¥2,160 東久留米市 ¥30,000 ¥2,160

国分寺市 ¥20,000 ¥2,160 東大和市 ¥30,000 ¥2,160

江東区 ¥8,000 ¥1,080 ふ 府中市 ¥30,000 ¥2,160

し 渋谷区 ¥8,000 ¥1,080 福生市 ¥30,000 ¥3,240

品川区 ¥8,000 ¥1,080 文京区 ¥8,000 ¥1,080

新宿区 ¥8,000 ¥1,080 ま 町田市 ¥30,000 ¥2,160

す 杉並区 ¥10,000 ¥1,080 み 港区 ¥8,000 ¥1,080

墨田区 ¥8,000 ¥1,080 三鷹市 ¥20,000 ¥1,620

世田谷区 10000 1080 む 武蔵村山市 ¥30,000 ¥3,240

た 多摩市 18000 2160 武蔵野市 ¥20,000 ¥2,160

め 目黒区 ¥10,000 ¥1,080

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 上尾市 ¥45,000 ¥3,240 さいたま市西区 ¥36,000 ¥3,240

朝霞市 ¥30,000 ¥2,160 さいたま市北区 ¥36,000 ¥3,240

い 入間郡三芳町 ¥36,000 ¥3,240 さいたま市見沼区 ¥36,000 ¥3,240

入間市 ¥45,000 ¥3,240 さいたま市中央区 ¥30,000 ¥2,160

お 桶川市 ¥45,000 ¥3,240 し 志木市 ¥30,000 ¥2,160

か 春日部市 ¥36,000 ¥3,240 そ 草加市 ¥10,000 ¥2,160

川越市 ¥45,000 ¥3,240 と 戸田市 ¥20,000 ¥2,160

川口市 ¥10,000 ¥2,160 所沢市 ¥36,000 ¥3,240

き 北葛飾郡杉戸町 ¥45,000 ¥3,240 に 新座市 ¥36,000 ¥3,240

北足立郡伊奈町 ¥45,000 ¥3,240 は 蓮田市 ¥45,000 ¥3,240

北葛飾郡松伏町 ¥36,000 ¥3,240 ひ 比企郡吉見町 ¥45,000 ¥3,240

く 久喜市 ¥45,000 ¥3,240 比企郡川島町 ¥45,000 ¥3,240

こ 越谷市 ¥30,000 ¥2,160 ふ ふじみ野市 ¥20,000 ¥2,160

さ さいたま市岩槻区 ¥36,000 ¥3,240 富士見市 ¥20,000 ¥2,160

坂戸市 ¥45,000 ¥3,240 み 南埼玉郡宮代町 ¥30,000 ¥2,160

幸手市 ¥36,000 ¥3,240 南埼玉郡白岡町 ¥30,000 ¥2,160

さいたま市緑区 ¥30,000 ¥2,160 や 八潮市 ¥15,000 ¥2,160

さいたま市南区 ¥30,000 ¥2,160 よ 吉川市 ¥20,000 ¥2,160

さいたま市浦和区 ¥36,000 ¥3,240 わ 和光市 ¥15,000 ¥2,160

さいたま市桜区 ¥30,000 ¥2,160 蕨市 ¥15,000 ¥2,160

さいたま市大宮区 ¥36,000 ¥3,240

狭山市 ¥45,000 ¥3,240

埼玉県　料金表


