
※ご注文は 1個から承ります。5,000 円以上で配達致します。( 配達地域：金沢市、野々市市、旧松任市、内灘町、津幡町 )
※オードブル、お弁当はご利用日の 3日前までにご注文をお願い致します。【配達時間】11時 30 分～ 19 時　　
※FAX でご注文の方はご注文承り確認用に折り返し FAX にてご返信させて頂きます。
　なお、ご注文内容の確認のため、お電話を差しあげることもございます。予めご了承ください。

D-01

D-02

D-11

D-13

D-14

D-15

D-18

D-31

醍庵

醍庵

醍庵

醍庵

醍庵

醍庵

醍庵

醍庵

醍庵

醍庵

醍庵

赤から

赤から

赤から

赤から

赤から

赤から

犀星 ( さいせい )

東山 ( ひがしやま )

旬の魚介類盛合せ＆オードブル

彩り冷菜オードブル

豪快せいろ蒸し 2段重ね　※容器回収

自慢の人気焼物オードブル

醍庵の居酒屋オードブル

鴨とつくねの治部煮鍋

商品番号 店名 品名 金額 (税込 ) 注文数

2,000 円

2,500 円

5,000 円

4,000 円

5,000 円

4,000 円

4,000 円

3,000 円

2,000 円

2,500 円

3,000 円

1,600 円

4,000 円

4,000 円

4,000 円

3,000 円

2,400 円

A-01

A-12

A-15

A-16

A-17

A-31

紅梅 ( こうばい )※ご飯入り

紅梅 ( こうばい )※料理のみ

国産うなぎの蒲焼き重弁当

網焼きカルビと牛しぐれの焼肉弁当

バラエティ溢れる串焼き盛合せ＆赤からオードブル

旨くて辛い！赤からオードブル

名古屋名物が勢揃い！赤から揚物オードブル

名物「セセリ丼」＆赤から食事オードブル

赤から鍋

H-02

H-03

お弁当 ・オードブルご注文用紙

ご依頼主様

電話番号

FAX番号

お渡し方法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

①ご来店　ご来店日時　　　　　月　　　　日(　　　　)　　　　時　　　分

①ご配送　お届け日時　　　　　月　　　　日(　　　　)　　　　時　　　分

ご住所

①代金引換　　　　　　　　　　　

有　　　　　　　　　　無

お宛名(　　　　　　　　　　　　　　　)様　但し書き(　　　　　　　　)代

お支払方法

領収書

担当返信用確認欄 　　　月　　　日（　　　）

FAX　076-262-1444

※ご注文は 1個から承ります。5,000 円以上で配達致します。( 配達地域：金沢市、野々市市、旧松任市、内灘町、津幡町 )
※オードブル、お弁当はご利用日の 3日前までにご注文をお願い致します。【配達時間】11時 30 分～ 19 時　　
※FAX でご注文の方はご注文承り確認用に折り返し FAX にてご返信させて頂きます。
　なお、ご注文内容の確認のため、お電話を差しあげることもございます。予めご了承ください。

お弁当 ・オードブルご注文用紙

ご依頼主様

電話番号

FAX番号

お渡し方法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

①ご来店　ご来店日時　　　　　月　　　　日(　　　　)　　　　時　　　分

①ご配送　お届け日時　　　　　月　　　　日(　　　　)　　　　時　　　分

ご住所

①代金引換　　　　　　　　　　　

有　　　　　　　　　　無

お宛名(　　　　　　　　　　　　　　　)様　但し書き(　　　　　　　　)代

お支払方法

領収書

担当返信用確認欄 　　　月　　　日（　　　）

FAX　076-262-1444

数量 金額 【赤から】 数量 金額

2,000円 1,700円

4,000円

2,000円 4,000円

2,500円 4,000円

3,500円 3,000円

2,500円 2,800円

5,000円 3,600円

4,000円 3,600円

5,000円

3,000円

4,000円

4,000円

3,000円

3,000円

2,000円

1,300円

1,500円6種のネタの海鮮太巻き

鴨とつくねの治部煮鍋(2人前)
※1　辛さ　0番～10番　お選びください
※2　辛さ　0番～10番　お選びください
※3　辛さ　0番・1番・3番・5番　お選びくださいぶりのしゃぶしゃぶ鍋(2人前)

金沢おでん盛合せ(2人前)※容器回収

だいあんの野菜いなり

豪快せいろ蒸し(2人前)※容器回収

自慢の人気焼物オードブル

醍庵の居酒屋オードブル

旬の魚介類盛合せ＆オードブル 黒から鍋(2人前)※2

彩り冷菜オードブル 赤からもつ鍋(2人前)※3

豪快せいろ蒸し2段重ね※容器回収

紅梅(こうばい)※おかずのみ 名古屋名物が勢揃い！揚物オードブル

国産うなぎの蒲焼き重弁当 「セセリ丼」＆赤から食事オードブル

特上カルビのステーキ重弁当 赤から鍋(2人前)※1

紅梅(こうばい)※ご飯入り 旨くて辛い！赤からオードブル

【醍庵】

犀星(さいせい) 名物セセリ丼と牛カルビの焼肉弁当

串焼き盛合せ＆赤からオードブル



テイクアウト注文用紙

数量 金額 【赤から】 数量 金額

900円 700円

3,000円 700円

600円 800円

800円 800円

700円 900円

1,000円 350円

800円 350円

1,300円 400円

900円 400円

800円 500円

2,000円 350円

1,800円

900円

600円

600円

700円

500円

500円

700円

1,000円

1,000円

・大山鶏の竜田揚げ

・天ぷら盛り合わせ

・たっぷりネギの海鮮チヂミ

・出し巻き玉子

・イカゲゾの唐揚げ

・若鶏のなんこつ揚げ

・爆弾鶏から（2個）・海鮮玉手箱ちらし

・金沢おでん5種盛合せ

・少し大人のポテトサラダ

・お刺身の盛り合わせ

・名物セセリ焼き・150ｇステーキ丼

・味噌串カツ（2本）・究極の海老カツサンド

・手羽先唐揚げ（4本）・出し巻き玉子サンド

【醍庵】

・白海老の唐揚げ

・醍庵のり弁当 ・セセリ丼

・のど黒塩焼き弁当 ・唐揚げタルタル丼

・能登玉子の出し巻き弁当 ・味噌カツ丼

・三元豚のカツ丼 ・牛カルビ丼

・ ・赤から鍋１人前※辛さもご記入ください。

・天ぷら丼 ・赤きゅう

・白きゅう・白海老カレーうどん

担当返信用確認欄 　　　月　　　日（　　　）

ご依頼主様

電話番号

FAX番号

お渡し方法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

①ご来店　ご来店日時　　　　　月　　　　日(　　　　)　　　　時　　　分

①ご配送　お届け日時　　　　　月　　　　日(　　　　)　　　　時　　　分

ご住所

①代金引換　　　　　　　　　　　

有　　　　　　　　　　無

お宛名(　　　　　　　　　　　　　　　)様　但し書き(　　　　　　　　)代

お支払方法

領収書

FAX　076-262-1444

※ご注文は 1個から承ります。3,000 円以上で配達致します。( 配達地域：金沢市近郊 )
※FAX でご注文の方はご注文承り確認用に折り返し FAX にてご返信させて頂きます。
　なお、ご注文内容の確認のため、お電話を差しあげることもございます。予めご了承ください。

【受付時間】10時～22時
【受取時間】11時30分～14時　17時～22時　
　　※17時受け取りの場合は当日の13時30分までにご注文ください。
【配達時間】11時30分～14時　17時～19時　
　　 ※11時30分の配達の場合は前日19時までにご注文ください。
　　  ※17時の配達の場合は当日の13時30分までにご注文ください。

【支払方法】代金引換,現金決済※ご来店の場合はクレジットカード可　

テイクアウト注文用紙

担当返信用確認欄 　　　月　　　日（　　　）

ご依頼主様

電話番号

FAX番号

お渡し方法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

①ご来店　ご来店日時　　　　　月　　　　日(　　　　)　　　　時　　　分

①ご配送　お届け日時　　　　　月　　　　日(　　　　)　　　　時　　　分

ご住所

①代金引換　　　　　　　　　　　

有　　　　　　　　　　無

お宛名(　　　　　　　　　　　　　　　)様　但し書き(　　　　　　　　)代

お支払方法

領収書

FAX　076-262-1444

※ご注文は 1個から承ります。5,000 円以上で配達致します。( 配達地域：金沢市近郊 )
※FAX でご注文の方はご注文承り確認用に折り返し FAX にてご返信させて頂きます。
　なお、ご注文内容の確認のため、お電話を差しあげることもございます。予めご了承ください。

【受付時間】10時～22時
【受取時間】11時30分～14時　17時～22時　
　　※17時受け取りの場合は当日の13時30分までにご注文ください。
【配達時間】11時30分～14時　17時～19時　
　　 ※11時30分の配達の場合は前日19時までにご注文ください。
　　  ※17時の配達の場合は当日の13時30分までにご注文ください。

【支払方法】代金引換,現金決済※ご来店の場合はクレジットカード可　

数量 金額 【赤から】 数量 金額

900円 800円

1,000円 800円

1,500円 800円

2,000円 800円

600円 800円

2,000円 900円

2,000円

1,100円 1,300円

900円 290円

1,000円 580円

1,000円 380円

1,000円 560円

800円 400円

1,800円
900円

400円

600円

700円

700円

1,000円

600円
700円

1,300円
500円
400円

出し巻き玉子
150ｇ牛サーロインステーキ

焼きおにぎり

炙りセセリの焼きチーズリゾット

五郎島金時のスイートポテトタルト

ずわい蟹のシーザーサラダ

大山鶏の唐揚げ
天ぷら盛り合わせ
たっぷりねぎの海鮮チヂミ

お刺身の盛り合わせ
金沢おでんの盛り合わせ（５種）

タタキきゅうり

少し大人のポテトサラダ

ずわい蟹のチャーハン

味噌串カツ（2本）

おろしカツ丼

手羽先唐揚げ（4本）

キムチカツ丼

爆弾鶏から（2個）
ねぎ玉カツ丼

だいあんの海鮮丼(中盛)

赤きゅう

富山県産白海老天丼
ロースカツ弁当

名物セセリ焼き
ロースカツ丼

【醍庵】
醍庵のり弁当 セセリ丼

天ぷら丼 唐揚げタルタル丼
150ｇステーキ弁当 味噌カツ丼

牛ハラミ丼

赤から鍋１人前セット※辛さご記入ください

海鮮玉手箱ちらし 牛カルビ丼
能登玉子の出汁巻き弁当


