
職人技が光る一品。厳選さ
れた旬の野菜や特製かきあ
げをはじめ、ほっとする味
付けの煮物や副菜を詰め合
わせました。

季節の旬野菜天ぷら御膳
790円 (税抜)

板前
TORAJIROU

SINCE2002

前日注文可

ほろりとほぐれるやわらか
な鰆をシンプルな塩焼きで
仕上げました。上品なお魚
弁当をお求めの方におすす
めします。

鰆の塩焼き御膳
790円 (税抜)

脂の乗った大ぶりな鯖を
ちょっと珍しい味噌焼きで。
こっくりとした味噌と鯖の
うま味はごはんが進むこと
間違いなしのおいしさです。

サバの味噌焼き御膳
790円 (税抜)



甘辛特製ダレが食欲を刺激
する特製豚焼肉をたっぷり
詰め込みました。シャキ
シャキ食感のキャベツはお
肉とも相性抜群。

特選豚焼肉御膳
790円 (税抜)

照焼きジューシー鶏御膳
790円 (税抜)

焼肉と京風煮物御膳
790円 (税抜)

野菜中華あんかけ
幕の内御膳

890円 (税抜)

特選盛合せフライ
幕の内御膳

890円 (税抜)
たっぷりの牛肉は特製甘辛
ダレで仕上げました。野菜
の煮物など副菜もたっぷり、
大満足間違いなしのおいし
さです。

特製焼肉
幕の内御膳

890円 (税抜)

お弁当になっても美味しい
天ぷらと、6種の副菜を詰め
た特製御膳です。和食なら
ではの味わいが楽しめる逸
品です。

特選季節の旬
野菜天ぷら幕の内御膳

890円 (税抜)

煎り胡麻豚しゃぶ
幕の内御膳

890円 (税抜)

特選豚塩だれ炒め
幕の内御膳

890円 (税抜)

ボリューム満点のフライ盛
り合わせ。優しい味わいの
煮物や卵焼きなど副菜も充
実した自慢のメニュー。

たっぷり野菜のお弁当なが
ら、ボリューム感もしっか
りしたごはんが進む特製中
華あんかけのお弁当です。

香ばしいゴマの香りが食欲
を刺激します。うま味の濃
い豚バラ肉をたっぷり使っ
た贅沢でボリューム満点の
一品です。

濃厚なうま味の豚バラ肉を
秘伝の塩ダレで味付けした
ボリューム感のある一品で
す。優しい味わいの煮物な
ど箸休めも充実。

ふっくらジューシーな鶏肉
をお弁当の大定番の照り焼
きに仕上げました。香ばし
い特製ダレとお肉のうまみ
がベストマッチ。

お肉も野菜もバランスよく、
おなかいっぱいお召し上が
り頂ける自慢の一品。こっ
てり味の牛焼肉と上品な味
わいの京風煮物です。



絶妙な厚さのお肉とゴロ
ゴロじゃがいも・にんじ
んは職人納得の味です。

肉じゃが御膳
790円 (税抜)

鮮魚の塩焼き御膳
790円 (税抜)

鮮魚の西京焼き御膳
790円 (税抜)

秘伝の焼き鳥御膳
790円 (税抜)

焼肉幕の内御膳
890円 (税抜)

様々な魚介のフライをお
楽しみ頂けるよう、なん
と４種類もの魚介を入れ
ております。

海の幸のミックス
フライ幕の内御膳

890円 (税抜)

サンチュに牛カルビとご
飯をくるんで食べればロ
ケ弁当の常識が変わりま
す。

特上霜降りカルビ
幕の内御膳

890円 (税抜)

本場韓国の味を日本人向け
にまろやかにしました。前
菜から主菜まで絶妙なバラ
ンスにて構成しております。

秘伝のタレをふんだんに
つけて焼き上げます。
さっぱりとした味わいで、
これが焼鳥！？と思わせ
る至極の逸品です。

淡白なサワラ塩焼きだか
らこそ、山菜ご飯の風
味・旨味が際立ちます。

西京焼きが苦手な方にも
お召し上がり頂けるよう
クセを少なくしておりま
す。

缶の緑茶
190ml 

100円 (税抜)

ペットボトル緑茶
500ml 

200円 (税抜)

要２日前予約



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 荒川区 ¥8,640 ¥0 ち 中央区 ¥8,640 ¥0

足立区 ¥8,640 ¥0 千代田区 ¥8,640 ¥0

昭島市 ¥38,800 ¥2,160 調布市 ¥21,600 ¥0

あきる野市 ¥43,200 ¥3,240 と 豊島区 ¥8,640 ¥0

い 板橋区 ¥16,200 ¥0 な 中野区 ¥10,800 ¥0

稲城市 ¥24,840 ¥1,080 に 西東京市 ¥21,600 ¥0

え 江戸川区 ¥8,640 ¥0 西多摩郡瑞穂町 ¥43,200 ¥3,240

お 大田区 ¥8,640 ¥0 西多摩郡日の出町 ¥48,600 ¥3,240

青梅市 ¥51,840 ¥3,240 ね 練馬区 ¥16,200 ¥0

か 葛飾区 ¥8,640 ¥0 は 八王子市 ¥13,200 ¥3,240

き 北区 ¥8,640 ¥0 羽村市 ¥48,600 ¥3,240

清瀬市 ¥24,840 ¥1,080 ひ 東村山市 ¥24,840 ¥1,080

く 国立市 ¥32,400 ¥2,160 日野市 ¥32,400 ¥2,160

こ 江東区 ¥8,640 ¥0 東久留米市 ¥24,840 ¥1,080

小平市 ¥24,840 ¥1,080 東大和市 ¥24,840 ¥1,080

狛江市 ¥21,600 ¥0 ふ 文京区 ¥16,200 ¥0

小金井市 ¥24,840 ¥1,080 府中市 ¥24,840 ¥1,080

国分寺市 ¥32,400 ¥2,160 福生市 ¥43,200 ¥3,240

し 渋谷区 ¥8,640 ¥0 ま 町田市 ¥38,880 ¥2,160

品川区 ¥8,640 ¥0 み 港区 ¥8,640 ¥0

新宿区 ¥8,640 ¥0 三鷹市 ¥21,600 ¥0

す 杉並区 ¥10,800 ¥0 む 武蔵村山市 ¥38,880 ¥2,160

墨田区 ¥16,200 ¥0 武蔵野市 ¥21,600 ¥0

せ 世田谷区 ¥8,640 ¥0 め 目黒区 ¥8,640 ¥0

た 台東区 ¥8,640 ¥0

多摩市 ¥32,400 ¥2,160

立川市 ¥32,400 ¥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 ¥48,600 ¥3,240 み 三浦郡葉山町 ¥51,840 ¥3,240

綾瀬市 ¥43,200 ¥3,240 や 大和市 ¥32,400 ¥2,160

愛甲郡愛川町 ¥54,000 ¥3,240 よ 横浜市鶴見区 ¥16,200 ¥0

愛甲郡清川村 ¥54,000 ¥3,240 横浜市港北区 ¥24,840 ¥1,080

い 伊勢原市 ¥54,000 ¥3,240 横浜市神奈川区 ¥24,840 ¥1,080

え 海老名市 ¥43,200 ¥3,240 横浜市都筑区 ¥24,840 ¥1,080

か 川崎市中原区 ¥21,600 ¥0 横浜市保土ケ谷区 ¥27,000 ¥1,080

川崎市宮前区 ¥21,600 ¥0 横浜市中区 ¥27,000 ¥1,080

川崎市多摩区 ¥21,600 ¥0 横浜市西区 ¥24,840 ¥1,080

川崎市高津区 ¥21,600 ¥0 横浜市青葉区 ¥24,840 ¥1,080

川崎市幸区 ¥21,600 ¥0 横浜市緑区 ¥27,000 ¥1,080

川崎市川崎区 ¥21,600 ¥0 横浜市磯子区 ¥32,400 ¥2,160

川崎市麻生区 ¥24,840 ¥1,080 横浜市南区 ¥32,400 ¥2,160

鎌倉市 ¥48,600 ¥3,240 横浜市戸塚区 ¥38,880 ¥2,160

こ 高座郡寒川町 ¥54,000 ¥3,240 横浜市泉区 ¥43,200 ¥3,240

さ 相模原市南区 ¥32,400 ¥2,160 横浜市栄区 ¥38,880 ¥2,160

相模原市中央区 ¥43,200 ¥3,240 横浜市瀬谷区 ¥38,880 ¥2,160

相模原市緑区 ¥48,600 ¥3,240

座間市 ¥43,200 ¥3,240

す 逗子市 ¥48,600 ¥3,240

ち 茅ヶ崎市 ¥51,840 ¥3,240

な 中郡大磯町 ¥64,800 ¥3,240

は 秦野市 ¥64,800 ¥3,240

ひ 平塚市 ¥64,800 ¥3,240

ふ 藤沢市 ¥43,200 ¥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 ¥32,400 ¥2,160 さ 幸手市 ¥32,400 ¥2,160

朝霞市 ¥21,600 ¥0 坂戸市 ¥51,840 ¥3,240

い 入間郡三芳町 ¥24,840 ¥1,080 挟山市 ¥43,200 ¥3,240

入間市 ¥43,200 ¥3,240 し 志木市 ¥24,840 ¥1,080

お 桶川市 ¥43,200 ¥3,240 そ 草加市 ¥16,200 ¥0

か 春日部市 ¥24,840 ¥1,080 と 戸田市 ¥21,600 ¥0

川越市 ¥32,400 ¥2,160 所沢市 ¥27,000 ¥1,080

川口市 ¥24,840 ¥1,080 に 新座市 ¥21,600 ¥0

き 北葛飾郡杉戸町 ¥27,000 ¥1,080 は 蓮田市 ¥27,000 ¥1,080

北葛飾郡伊奈町 ¥32,400 ¥2,160 ひ 比企郡吉見町 ¥48,600 ¥3,240

北葛飾郡松伏町 ¥21,600 ¥0 比企郡川島町 ¥43,200 ¥3,240

く 久喜市 ¥32,400 ¥2,160 ふ ふじみ野市 ¥27,000 ¥1,080

こ 越谷市 ¥21,600 ¥0 富士見市 ¥27,000 ¥1,080

さ さいたま市緑区 ¥21,600 ¥0 み 南埼玉郡宮代町 ¥24,840 ¥1,080

さいたま市南区 ¥21,600 ¥0 南埼玉郡白岡町 ¥27,000 ¥1,080

さいたま市桜区 ¥24,840 ¥1,080 や 八潮市 ¥16,200 ¥0

さいたま市中央区 ¥24,840 ¥1,080 よ 吉川市 ¥16,200 ¥0

さいたま市岩槻区 ¥24,840 ¥1,080 わ 和光市 ¥21,600 ¥0

さいたま市浦和区 ¥24,840 ¥1,080 蕨市 ¥21,600 ¥0

さいたま市大宮区 ¥24,840 ¥1,080

さいたま市西区 ¥27,000 ¥1,080

さいたま市北区 ¥27,000 ¥1,080

さいたま市見沼区 ¥24,840 ¥1,080

埼玉県　料金表



地域 最低配達料金 配達料金

あ 我孫子市 ¥21,600 ¥0

い 市川市 ¥8,640 ¥0

印西市 ¥24,840 ¥1,080

う 浦安市 ¥8,640 ¥0

か 柏市 ¥16,200 ¥0

鎌ヶ谷市 ¥16,200 ¥0

し 白井市 ¥21,600 ¥0

ち 千葉市花見川区 ¥16,200 ¥0

千葉市美浜区 ¥16,200 ¥0

千葉市稲毛区 ¥16,200 ¥0

千葉市中央区 ¥16,200 ¥0

千葉市若葉区 ¥21,600 ¥0

な 習志野市 ¥16,200 ¥0

流山市 ¥21,600 ¥0

の 野田市 ¥24,840 ¥1,080

ふ 船橋市 ¥16,200 ¥0

ま 松戸市 ¥16,200 ¥0

や 八千代市 ¥16,200 ¥0

よ 四街道市 ¥21,600 ¥0

千葉県　料金表


