
※期間限定 2023年5月31日（水）まで

ご注文・ご用命は電話または FAX・メールにて
承っております (営業時間 10:00～18:00)
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享保年間より
三〇〇有余年の歩みを持つ
《京料理 美濃吉》
京都・三条大橋のたもとの腰掛茶屋として始まり、
川魚生洲料理屋としての形を整え、江戸時代後期
には京都所司代から認可を受けた川魚生洲八軒の
うちの一軒として川魚を主体とする料理屋を営む
ようになりました。

美味だより 美濃吉のお弁当宅配
京料理の味わいをご自宅にお届けします

京料理
美濃吉

※写真は特上です

※食材の仕入れ状況により内容が変更となる場合がございます。

母の日 感謝の想いを込めて、
美味しいお料理を贈りませんか。

5月14日(日)は
和のオードブル

うなぎ商品

一折

一折

5,184 円(税込)
(本体価格　4,800円)

(本体価格　3,800円)

箱サイズ/17.0×13.0×4.7cm (外寸)

箱サイズ/17.0×11.5×4.5cm (外寸)

4,104 円 (税込)

特上

上

うな重

照月
一折 3,240円（税込）
（本体価格　3,000 円）
箱サイズ /15.9×23.6×5.0cm（外寸）

しょうげつ

下鴨
一折 3,240円（税込）
（本体価格　3,000 円）
箱サイズ /15.9×23.6×5.0cm（外寸）

しもがも

京の味わい
一折 2,160円（税込）
（本体価格　2,000 円）
箱サイズ /17.3×17.3×5.1cm（外寸）

きょうのあじわい

もてなし料理膳
一折 10,800円（税込）
（本体価格　10,000 円）
箱サイズ /19.5×25.7×5.3cm（外寸）

もてなしりょうりぜん

【お品書き】
・さわらの新緑焼き
・九条葱だし巻き
・小松菜のお浸し
　　　　その他

【お品書き】
・季節の天ぷら
・季節の南蛮漬け
・手まり寿司
　その他

【お品書き】
・合鴨の蒸しロース
・鯛の道明寺蒸し
・手まり寿司
　その他

京都の初夏を味覚で堪能。《京料理 美濃吉》の季節弁当。

様々なシーンの
おもてなしに活躍する
お料理のみの
詰め合わせです。

行楽やお集まりの席におすすめ

健美膳
一折 3,780円（税込）
（本体価格　3,500 円）
箱サイズ /15.6×15.6×5.0cm（外寸）

けんびぜん

もてなし八寸
一折 3,780円（税込）
（本体価格　3,500 円）
箱サイズ /15.0×21.0×5.0cm（外寸）

もてなしはっすん

京御膳 春
一折 10,800円（税込）
（本体価格　10,000 円）
箱サイズ /13.7×25.7×5.3cm（外寸）

きょうごぜん　はる

※特別商品につき食材都合により品切れの場合がございます。
　その際はご容赦ください。

5月13日（土）、14日（日）限定販売

～5月31日（水）迄



株式会社美濃吉食品
〒604-0857
京都府京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町263番地
京榮烏丸ビル3階
TEL /075-211-0800    FAX /075-211-0777
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その他お弁当ご用意しております。

※盛り付けと包装材はイメージです
※期間限定 2023年5月31日（水）まで

※お電話でのご注文・ご変更の受け付けは2日前の18時までとなります。それ以降はオンラインショップにてご連絡ください。

※お膳のご注文は、ご利用日の
　 3日前までにお願いします

配達エリアのご案内
配達エリアによってご注文承り金額が異なりますので予めご確認ください。
その他エリアへの配達ご希望はお問い合わせください。

10,800円(税込)
以上のご注文～

27,000円(税込)
以上のご注文～

東京23区隣接市 (一部地域を除く)
※詳しくはお問い合わせください

最低ご注文金額 (一件あたり)

ご予約・ご用命は電話またはFAX、メールにて承っております。

【FAX】03-5617-5642
【メール】delivery-order@minokichi.net

①10：30～11：30
②11：00～12：00
③12：00～13：00
④13：00～14：00
⑤16：00～17：30

《現金》
商品受け渡し時に代金の支払いをお願いいたします。

※その他お支払い方法については、お問い合わせください。

《クレジットカード》
VISA /MASTER の各カードおよび提携カードがご利用になれます。
ご利用の際はメールアドレスをお伝えください。
※お支払方法は１回となります。
※カードでのお支払いの場合はご注文の際にお申し付けください。

営業時間
10：00～18：00

お弁当配達時間のご案内

お支払い方法 (お電話でのご注文)

配達エリア

東京23区

〇お届け場所が
エリア外の場合

〇配送商品合計金額に
満たない場合

その他地域にも最低金額 (目安：税込32,400円～)が設定されております。
最低注文金額に満たず、配送料金をいただいて注文を承る場合、これに準じた金額
になるよう設定させていただきますので配送料金が高額になる場合もございます。
詳しくは電話・メール、ご注文の際の通信欄等にてご相談ください。

①～⑤のお時間枠から
お選びください

※交通事情や、駐車場確保の為、多少
前後することがございます。
※その他時間希望の場合はお問い合わせ
　ください。

■ ご注文・ご変更は前日の9:00までにお伺いいたします。前日9:00 以降
のキャンセルはご予約代金の全額を頂戴いたします。予めご了承ください。
■重詰容器は、ご会食当日夕方か翌日午前中にお引取りいたします。時間
のご指定はご容赦ください。 ■ 同一厨房で卵、乳成分、小麦、そば、落花生、
カニ、エビ等のアレルギー物質を含む食材を使用する場合がございます。調
理、盛付け過程においてはアレルギー物質の二次的混入を防ぐ為に細心
の注意を払っておりますが完全なアレルギー物質の除去は困難となっており
ます。アレルギーをお持ちのお客様は事前にお伝えください。尚、揚げ物は
全ての食材を同じ油で調理いたしますので重篤な方、過敏な方は十分にご
理解ご留意いただきますようお願い申し上げます。 ■ 当社では食品品質管理
部を設け、安心してお召し上がりいただくため、常に細心の注意を払い続け
ております。■ 個人情報の取り扱いについては弊社ホームページに掲載されて
いる個人情報保護方針をご参照ください。 ■ 季節や仕入れ状況により食材
を変更させていただく場合がございます。■都合により容器を変更させていた
だく場合がございます。 ■ 天候の急変、天災、その他状況によりお届けの遅れ、
またはお届けできない場合がございます。 ■ ご注文の集中により食材手配が
困難な場合は、ご注文をお断りすることがございます。 ■ お弁当は冷蔵庫
(10℃以下 )で保管の上、なるべく早くお召し上がりください。

※写真は10貫です。

※男児と女児で容器の色が異なります
　(ご注文時にご指定ください)
※歯固め石付き

焼鯛は単品でも
ご注文いただけます
サイズ / 約25cm～30cm

オンラインショップでは
各種ギフト商品も
ご用意しております。

棒寿司

お子様用

赤飯
せき は ん

一折（350g）1,296円（税込）
（本体価格　1,200 円）
箱サイズ /11.5×17.0×4.5cm（外寸）

お食い初め膳
おくいぞめ ぜん

一客・焼鯛付

6,480円 ( 税込 )
( 本体価格　6,000 円 )
箱サイズ /25.7×25.7×8.0cm( 外寸 )

法事特別膳
ほうじとくべ つ ぜん

一客 10,800円（税込）
（本体価格　10,000円）
箱サイズ/24.5×24.5×5.5cm（外寸）
※ご予算に応じて内容変更も承ります

-よろこび -お祝膳
おいわいぜん

一客 5,400円（税込）
（本体価格　5,000円）
箱サイズ/15.5×23.2×4.6cm（外寸）

-しのび草 -法事膳
ほうじぜん

一客 5,400円（税込）
（本体価格　5,000円）
箱サイズ/15.5×23.2×4.6cm（外寸）

京の旬彩
二段重 2,916円（税込）
（本体価格　2,700 円）
箱サイズ /9.1×17.1×10.2cm（外寸）

きょうのしゅんさい

祇園
一折 3,564円（税込）
（本体価格　3,300 円）
箱サイズ /15.5×15.5×6.0cm（外寸）

ぎおん

粟田口
一折 5,400円（税込）
（本体価格　5,000 円）
箱サイズ /15.5×23.2×4.6cm（外寸）

あわたぐち

うなぎ姿寿司
十貫 4,104円（税込）
（本体価格　3,800 円）

五貫 2,160円（税込）
（本体価格　2,000 円）

うなぎすがたずし

葵
二段重 1,944円（税込）
（本体価格　1,800 円）
箱サイズ /11.7×11.7×10.2cm（外寸）

あおい

京小箱
一折 1,491円（税込）
（本体価格　1,380 円）
箱サイズ /14.5×14.5×5.0cm（外寸）

きょうこばこ
お子様弁当
一折 1,296円（税込）
（本体価格　1,200 円）
箱サイズ /7.6×19.8×5.0cm（外寸）

おこさまべんとう

だし巻き
一個 594円（税込）
（本体価格　550 円）

茶碗蒸し
（使い切り容器）

一個 486円（税込）
（本体価格　450 円）

お吸物
一個 324円（税込）
（本体価格　300 円）

月替わり商品

慶弔商品

その他・一品料理

※季節により内容が変わります。(写真は4月20日～5月31日の内容)

法事特別膳は
3客以上から承ります。

刺身こんにゃく

季節の南蛮漬け

うなぎご飯

茶碗蒸し

香の物

お吸い物

※お祝膳、法事膳は回収容器、使い切り容器をお選びいただけます。
※回収容器はご注文合計32、400円(税込)より承ります。
※お膳のご注文は、ご利用日の3日前までにお願い致します。


