
6月1日最新版

　　　じげもん持ち帰り注文票 TEL095（849）0065　　FAX 095（849）0866　　お名前 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様 引取希望時間 　　　月　　　日 　　時 分
　　　店内お待ち　　□

　　　　お電話、ＦＡＸで先にご注文頂きますとすぐにお渡しできます。　お手数ですがＦＡＸ後、確認のお電話をお願いします。（価格はすべて税込表示です） 　　　出来次第℡　　□

定価 １０８円皿 皿数 １６２円皿 皿数 ２１６円皿 皿数 ２16円皿 皿数 ３２４円皿 皿数 ４３２円皿 皿数 ５４０円皿 皿数 セットもの 定価 皿数

イカ エビ 生ホタテ マグロ ひらめ 紅エビ 本マグロ大トロ じげもんｾｯﾄ 1404円

サーモン 甘エビ 地物イカ ヒラス シマアジ 　　　(１貫） （イベント特価） （918円）

上生サ-モン シメサバ 天然ぶり 本マグロ中トロ まんぷくｾｯﾄ 972円

地ものアジ チ-ズサ-モン ブリトロ(１貫） （イベント特価） （702円）

　 炙チ-ズエビ ヒラストロ(１貫） 新メニュー ｻｰﾓﾝづくしｾｯﾄ 1080円

　 こう貝 トロサ-モン１貫 NEWファミリー人気セット （イベント特価） （756円）

　完全予約制 地物タイ ３人前　4320円 元祖ファミリーセット 3240円

　持帰り半額セール　（単品10皿～）セット（2セット～）もお得！ （イベント特価）　3240円 （イベント特価） （2268円） （1貫　　　　　皿)　

　６月２日（水）～６日（日）、９日（水）～１４日（月）、 ４人前　5400円 Aセット 1490円

　６月１６日（水）～２１日（月）、２３日（水）～２８日（月） （イベント特価）　4320円 Bセット 1058円

　６月３０日（水）～７月５日（月） 　受渡時間　11：30～20：00 げそ唐揚 270円

山芋オクラ ロ-ストビ-フ マグロ鉄火 炙トロサーモン うなぎ ジャンボ 鶏の唐揚 270円

いなり 自家製 ヒラス鉄火 つぶ貝 トロ鉄火 　　　うなぎ じげもんｾｯﾄ 1404円

かっぱ巻 　　手焼玉子 サーモン鉄火 地物タコ 白子軍艦 まんぷくｾｯﾄ 972円

納豆巻 白身鉄火 白身チーズ炙り 穴子(1貫) 　　持帰用新商品 ｻｰﾓﾝづくしｾｯﾄ 1080円

いくら 牛カルビ   　　　つみれ汁　小　162円 元祖ファミリーセット 2268円

ネギトロ 新メニュー さえずり   　　　つみれ汁　大　216円 Aセット 1490円

NEWファミリー人気セット 炙りチーズ 　　　  ミニちらし　　　 216円 Bセット 1058円

３人前　4320円 　　トロ鉄火 げそ唐揚 270円

４人前　5400円 特大牛ロース1貫 鶏の唐揚 270円

　 　　

（合　　計） 　　　　小計 　　　　　　　小計 　 　 （1貫　　　　　皿）

記入スタッフ

　　　お名前 　　　　様 ご連絡先　　
　　　 　　　　　　　　　　　

　お電話、ＦＡＸで先にご注文頂きますとすぐにお渡しできます。　お手数ですがＦＡＸ後、確認のお電話をお願いします。（価格はすべて税込表示です）

※容器代をサイズにより別途頂きます。

50円～

※セットメニューは容器代込の代金です。

（店舗記入欄）

皿数

枚

セット

セット

一品もの 枚

伝票 有 ・ 無

伝票 有 ・無

代済 ・ 未代

一品もの 枚

セット セット

皿数

引取希望時間：

月 日 時 分 店内お待ち □

出来次第℡ □

当日入荷のおすすめの

ネタもございます。
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