
組み合わせ自由組み合わせ自由

13●
日
木 16●

日
日8/商品

お引き渡し日9 ●
日
日8/ご予約

締切り

●お申し込みは各店サービスカウンターにて承っております。
●お引き渡しはいずれも午前１０時から午後６時までとさせていただきます。
●お客様のお引き渡しの時間に合わせて商品をお作り致しますので、予約時間前の
　お引き渡しは致しかねます。
※お寿司にはわさびは入っておりません。小袋のわさびをご用意いたします。
※商品の内容が写真と多少異なる場合がございます。入荷状況により、内容の変更が
　ある場合がございます。予めご了承下さいませ。

2020 家族の笑顔が集う特別な食卓に･･･
ご予約
販売

期間中ご予約の方
全員に

ボーナスポイント

・本まぐろ中とろ
・平目昆布〆
・活〆真鯛
・生まぐろ赤身
・いくら醤油漬け
・無添加まぐろたたき
・生サーモン
・数の子
・生ほたて
・甘えび

陸奥湾産ほたて入り
特上生寿司 ４人前

X-1

・生本まぐろ中とろ
・平目昆布〆
・本ずわいかに
・うに
・いくら醤油漬け
・生まぐろ赤身
・湯引きほっき貝
・活〆穴子炙り
・子持ち昆布

国産生本鮪中とろ入り
特上生寿司 3人前

X-2

・生本まぐろ中とろ・活〆ぶり・生サーモン・うに・あわび・ほたて・かに身入り甲羅みそ
・活〆真鯛・めばちまぐろ赤身・ぼたんえび・いか

国産生本まぐろ中とろ
たっぷり盛合せ ３～４人前

X-3

・和牛ザブトン焼肉（肩ロース）・和牛肩ロース焼肉用・和牛肩ロースステーキ

和牛肩ロース食べ比べ焼肉セット
３～４人前

X-4

３人前

・生本まぐろ中とろ・つぶ・生まぐろ赤身・活〆ぶり・うに
・赤いか炙り醤油漬け・生サーモン・無添加まぐろたたき
・サーモン炙り・赤えび・煮穴子・玉子焼き

志布志湾育ち
活〆いっちゃがぶり入り生寿司Y-1

２～３人前

・生サーモン・ぼたんえび・かに身入り甲羅みそ・ほたて
・生本まぐろ中とろ・活〆ぶり・めばちまぐろ赤身・いか

生サーモンたっぷり盛合せY-6

４～５人前

・特製エビチリ・鶏もも唐揚・黒酢酢豚・豚角煮・えびのせ焼売
・レバニラ炒め・鶏皮ギョーザ・チンジャオロース・エビフライ

夏のだんらん中華オードブルY-2
４～５人前

・特製エビチリ・鶏もも唐揚・かに爪クリームフライ
・鶏肉の八幡巻・肉団子・かに甲羅グラタン・エッグタルト
・えびのせ焼売・フランク・エビフライ

夏のにぎわい洋風オードブルY-3

４～５人前

・和牛バラカルビ・アメリカ産牛バラカルビ
・アメリカ産牛中落ちカルビ・カナダ産豚トロ
・アメリカ産牛タン

三種のカルビ食べ比べ焼肉セットY-4
４～５人前

・和牛バラカルビ・アメリカ産牛ザブトン焼肉（肩ロース）
・アメリカ産牛タン・アメリカ産牛肩ロースステーキ

ＢＢＱステーキ・焼肉セットY-5

志布志湾育ち活〆いっちゃがぶり入盛合せ

1,980円2人前
税別価格税別価格

（参考税込価格（参考税込価格 2,1382,138円）円）

Z-5

・生本まぐろ中とろ・活〆ぶり・生サーモン
・ほたて・ぼたんえび・いか

北海本ずわいかに入り
上生寿司

2,980円３人前
税別価格税別価格

（参考税込価格（参考税込価格 3,2183,218円）円）

Z-1

・本まぐろ中とろ・活〆真鯛・天然生まぐろ・うに
・いくら醤油漬け・無添加まぐろたたき
・ほたて・本ずわいかに・生サーモン

進呈
20p

三種のローストビーフのおつまみセット

1,580円３～４人前
税別価格税別価格

（参考税込価格（参考税込価格 1,7061,706円）円）

Z-6

・王様のローストビーフ
・炭火焼ローストビーフ（みすじ）
・ローストビーフ・ヒレローストポーク
・カモスモーク

進呈
10p

ファミリーパーティーサンド

1,580円２～３人前
税別価格税別価格

（参考税込価格（参考税込価格 1,7061,706円）円）

Z-8

・サンドイッチ
（玉子・ツナ・ハムカツ・フレッシュ野菜）
・唐揚げ・フライドポテト

進呈
10p

三種の焼鳥と人気のチキン盛り合わせ

1,280円４人前
税別価格税別価格

（参考税込価格（参考税込価格 1,3821,382円）円）

Z-7

・焼鳥４本増量。ももねぎ串・もも串・かわ串
・鶏もも唐揚げ・チキンナゲット

進呈
10p

夏色♪フルーツオードブル

1,580円４～５人前
税別価格税別価格

（参考税込価格（参考税込価格 1,7061,706円）円）

Z-9

・完熟パイン・スイカ・オレンジ
・グレープフルーツ（赤）・シャインマスカット
・キウイフルーツ等

進呈
10p進呈

30p

国産本鮪と赤身漬け入り
まぐろ尽くし握り

1,980円２～３人前
税別価格税別価格

（参考税込価格（参考税込価格 2,1382,138円）円）

Z-2

・生本まぐろ中とろ・生まぐろ赤身漬け・生まぐろ
・かじきまぐろ・無添加まぐろたたき巻き

進呈
20p

ファミリー
パーティー寿司

1,980円４人前
税別価格税別価格

（参考税込価格（参考税込価格 2,1382,138円）円）

Z-3

・てまり寿司（えび・いくら・サーモン）
・にぎり寿司（まぐろ・いか・玉子）
・カナッペ寿司（ねぎとろ・サケとろ）

進呈
20p

満腹！
助六寿司

1,980円４人前
税別価格税別価格

（参考税込価格（参考税込価格 2,1382,138円）円）

Z-4

・極太玉子の太巻・鉄火細巻・いなり
・えび握り・玉子握り

進呈
20p

ボーナス
ポイント

プレゼント！

税別
価格10,000円

（参考税込価格　　　　円）10,800

●申し込み番号Y-1～ Y-6の商品が対象となります。２品の購入で７，０００円（税込７，５６０円）３品の購入で１０，０００円（税込１０，８００円）になります。

でよりどり3品
よりどり
２品で

（参考税込価格　　　　円）7,560 （参考税込価格　　　　円）4,104
7,000円 １品

税別価格
3,800円

進呈
300p

進呈
50p

進呈
150p

税別
価格10,000円

（参考税込価格　　　　円）10,800
でよりどり2品 進呈

300p

１品
税別価格 5,800円 進呈

100p参考税込価格
　　　　円6,264

●申し込み番号X-1～ X-4の商品が対象となります。1品の購入で5，8００円（税込6，264円）　2品の購入で10，０００円（税込10，80０円） になります。

やきとり
４本増量

予約商品のみ



2020よこまち夏のおもてなしメニュー予約申し込み用紙 №お客様控

2020よこまち夏のおもてなしメニュー予約申し込み用紙店舗控

キリトリ線

※代金は予約時に承っております。
※商品の引き渡しは午前10時から午後6時までとなります。
※予約時間前の商品引き渡しはできません。
※価格は税別価格、（　　）内は参考税込価格です。
※税込価格は商品１個購入時のお支払額の目安です。
　複数ご購入時には、税込価格の合計額と異なる場合がございます。
※お寿司にはわさびは入っておりません。小袋のわさびをご用意いたします。

№

お電話 （　　　　　　　）

お受け取り日    　  　月　　 　 日（ 　 ）  午前   午後　 　 　時頃

様お名前

受付日　　月　  日（   　）

受付者
印

店

お受け取り日    　  　月　　 　 日（ 　 ）  午前   午後　 　 　時頃

様お名前

受付日　　月　  日（   　）

受付者
印

店

合計 個

(           )陸奥湾産ほたて入り特上生寿司 ４人前 5,800円 個X-1 6,264円

(           )国産生本鮪中とろ入り特上生寿司 ３人前 5,800円 個X-2 6,264円

(           )国産生本まぐろ中とろたっぷり盛合せ ３～４人前 5,800円 個X-3 6,264円

(           )和牛肩ロース食べ比べ焼肉セット ３～４人前 5,800円 個X-4 6,264円

※上記X-１～X-4の商品の中から
１点で５,８００円（税込 ６,２６４円）
よりどり２点で 特別価格１０,０００円（税込10,800円）

(           )北海本ずわいかに入り上生寿司 ３人前 2,980円 個Z-1 3,218円

(           )国産本鮪と赤身漬け入りまぐろ尽くし握り ２～３人前 1,980円 個Z-2 2,138円

(           )ファミリーパーティー寿司 ４人前 1,980円 個Z-3 2,138円

(           )満腹！助六寿司 ４人前 1,980円 個Z-4 2,138円

(           )志布志湾育ち活〆いっちゃがぶり入盛合せ ２人前 1,980円 個Z-5 2,138円

(           )三種のローストビーフのおつまみセット ３～４人前 1,580円 個Z-6 1,706円

(           )ファミリーパーティーサンド ２～３人前 1,580円 個Z-8 1,706円

(           )三種の焼鳥と人気のチキン盛り合わせ ４人前 1,280円 個Z-7 1,382円

(           )夏色♪フルーツオードブル ４～５人前 1,580円 個Z-9 1,706円

合計 個

(           )志布志湾育ち活〆いっちゃがぶり入り生寿司 ３人前 3,800円 個Y-1 4,104円

(           )三種のカルビ食べ比べ焼肉セット ４～５人前 3,800円 個Y-４ 4,104円

(           )ＢＢＱステーキ・焼肉セット ４～５人前 3,800円 個Y-５ 4,104円

※上記Y-１～Y-6の商品の中から
よりどり２点で 特別価格7,0００円（税込 7,560円）
よりどり3点で 特別価格１０,０００円（税込10,800円）

(           )生サーモンたっぷり盛合せ ２～３人前 3,800円 個Y-６ 4,104円

(           )夏のだんらん中華オードブル ４～５人前 3,800円 個Y-2 4,104円

(           )夏のにぎわい洋風オードブル ４～５人前 3,800円 個Y-3 4,104円

(           )陸奥湾産ほたて入り特上生寿司 ４人前 5,800円 個X-1 6,264円

(           )国産生本鮪中とろ入り特上生寿司 ３人前 5,800円 個X-2 6,264円

(           )国産生本まぐろ中とろたっぷり盛合せ ３～４人前 5,800円 個X-3 6,264円

(           )和牛肩ロース食べ比べ焼肉セット ３～４人前 5,800円 個X-4 6,264円

※上記X-１～X-4の商品の中から
１点で５,８００円（税込 ６,２６４円）
よりどり２点で 特別価格１０,０００円（税込10,800円）

(           )北海本ずわいかに入り上生寿司 ３人前 2,980円 個Z-1 3,218円

(           )国産本鮪と赤身漬け入りまぐろ尽くし握り ２～３人前 1,980円 個Z-2 2,138円

(           )ファミリーパーティー寿司 ４人前 1,980円 個Z-3 2,138円

(           )満腹！助六寿司 ４人前 1,980円 個Z-4 2,138円

(           )志布志湾育ち活〆いっちゃがぶり入盛合せ ２人前 1,980円 個Z-5 2,138円

(           )三種のローストビーフのおつまみセット ３～４人前 1,580円 個Z-6 1,706円

(           )ファミリーパーティーサンド ２～３人前 1,580円 個Z-8 1,706円

(           )三種の焼鳥と人気のチキン盛り合わせ ４人前 1,280円 個Z-7 1,382円

(           )夏色♪フルーツオードブル ４～５人前 1,580円 個Z-9 1,706円(           )志布志湾育ち活〆いっちゃがぶり入り生寿司 ３人前 3,800円 個Y-1 4,104円

(           )三種のカルビ食べ比べ焼肉セット ４～５人前 3,800円 個Y-４ 4,104円

(           )ＢＢＱステーキ・焼肉セット ４～５人前 3,800円 個Y-５ 4,104円

※上記Y-１～Y-6の商品の中から
よりどり２点で 特別価格7,0００円（税込 7,560円）
よりどり3点で 特別価格１０,０００円（税込10,800円）

(           )生サーモンたっぷり盛合せ ２～３人前 3,800円 個Y-６ 4,104円

(           )夏のだんらん中華オードブル ４～５人前 3,800円 個Y-2 4,104円

(           )夏のにぎわい洋風オードブル ４～５人前 3,800円 個Y-3 4,104円


