
‐
l雉

寸IⅢⅢlギ I「‐∫む―遷霊雪運野著霧磋す。

オ■ドブル6～ウ人盛り5,9401円
オ■ドブル4■5人盛り3:564‐円

宮崎牛ハンバーグ 799円  春巻き
ハンバ‐グ 332円

■黒■|

ハンバ‐グ  生273円
エビ団子

ミニオムレツ

コーンボニル

カキフライ ‐

82円
82円
59円
37円
52円

囮
豚ヘレニロカツ 11口 94円
鶏の唐揚げ loog 237円
エビフライ  大 237円

ビフカツ

豚ヘレカツ

エビフライ

ミンチカツ

自身魚フライ

特製コロッケ 94円   キムチ

豚□Tスカツ  237円   どて焼

豚―ロカツ 1‐oog‐ 189円  酢豚 |

1人前 415円
1人前 379円

焼きそば  ■ 297円
焼きそば  小 154円
たけのこ天ぶら 141円
たけのこ土佐煮 141円
厚焼きたまご  141円
きんびらゴボウ 118円

356円
297円

118円
189円
‐82円

カレ〒コロツケ  1108円
串カツ 94円
ウインナニ玉子串  94円
チーズチキン  156円 春雨サラダ

ハムカツ 118円  |ライス

フランクフライ  ・ 94円
アメリカンドッグ  129‐ 円

マ∃ネTズ

大 213円
JJヽ 118円

ポテトサラダ4oog1 29円
マカロニサラダloo31 29円

118円
178円
35円

タルタルソTス   35円

鷹コ轟覇072‐422二4101
1鼈鰤蓄賀‐1寧]群どΨI 写郡|

‐
 |1津Ⅲ

^|デ

|‐ |́|1各争|■お||||:十 11,‐

|  1雫〒言1・81:8::|よ .:&憶登
=ま

:3事111‐ |

配達エリア く員塚市 > 東 福田 二色北町 二色中町

二色 1～4丁目 津田町 堀町 北町 中町 南町 西町

新町 カロ神 カロ治 畠中 浦田 窪田 地蔵堂 堤 鳥羽

久保 永吉 麻生中 橋本 王子 清児 名越 石才 沢

※混雑によりt‐ 早い時1間に受付終了することも|ございます。※エリア外はご相談くださ―い。

41業 昭Ⅲ轟十年 ||■ |‐  ‐|‐ ■|‐
||‐           |‐ | ‐    |   |

由のセご■ ◎濃m離鴇118塁 1

宮崎牛認定店肉のやまひろ
http: / /www. e - Z9yamahiro . com 肉のやまひろ

i恭ィーシトカミ貯まる肉匠やまひろYahoo!店

httl://Storel‐Shopoing:yah06ic6.:jO/1p― co/
※掲載価格はす.べて税込‐みです.。 |‐ ‐    |‐ ||■■ |‐_

二色南町

海塚 近木 脇浜

新井 半田 小瀬

港

オーダニカット弁当 お内代+356円

官時牛特選ヘレ   loog 2,700円

宮崎牛特選サーロイン loog l,782円

国産牛上ヘレ     loog l,663円

国産牛上サーロイン  loog l,188円
※お肉は100g以上50g単位でご注文ください。
※焼き肉かステーキをお選びください。
※店頭のお肉でも承ります。お気軽にお申し付けください。

方
向
乙
さ
ん

宮崎牛 プレミアムステーキ雅F膳 3,445

プレミアムステーキ菫  3,088
プレミアムカルビ焼肉菫 2,376

国産牛 ステーキ雅F膳      2,970
ステーキ重       2,494
ロース焼肉重       2,257
手作 リロース トビーフ菫 1,900

単品ロース トビーフ

1人前 70g  688
1人前 100g l,009

.″|二■キ■1轟五■

円

円

円

円

円

円

円

円

円



やまひろDX弁当が
「2021年度 惣菜 :べんとうグランプリ」
|を受1賞しました1

|のり弁1当■■■■‐■■|■■■

1鮭弁1当■|■■‐■||■■ |‐ ■

1鰻 1弁1当■■■■‐|■|■■|■■

|お子1様弁当ff鬼尉形11■
|※ ご予1算に合わ|せ

|た●1別 1注幕|の 1内も承うております
=■

‐|
|● (要1予約)|■■■|■■■■■■■|‐ ■‐■|■ |■ ■■|

1鑽||ンー||カツー||1当■|‐ |||||141●‐中‐‐‐||
燒|トンカツ|1当||||■■||1411■■|

‐儡‐ヽレカツ|■
‐当|■■|||‐ ||||||||||‐

1趾篇場|げ奔当l,111■■■1414‐||‐■
1饒|=ビ

'ラ

イ1当‐■||‐ |||‐ |191由■ |
鼈|ビフカツ■1当■|■||||10111中 |■ |
1諫|力|フライ|1当|■||||||||1中||||

■牛1丼■|■ |■ |■ |‐
|■■ 1594円|

■焼肉丼 |‐ |‐ ■■■■■ |■1653・円||

■他1人1丼■|■■■|■■■ ||‐653‐円|

|‐1中1華1丼■■|■‐‐■‐‐|‐|■|15941円|

|‐1本格1麻1婆1丼||■■■■■■■||15941‐円|

■久リチ■|■‐|シユ■‐丼||||■ |■1594円|

天津飯 486円

■姫1丼■■||■■‐■‐■■■■162611‐ 1円|

カツ丼 5‐9141「■‐

ET+4AfN tro-z 572 E
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gEv=S 453 H
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=47tJrffiU -54n

=47 ++HU +1 08ts fjt\Co)a -1 08ts

,:.g.ry.{,= At) 59g1 l4ttt6 em4O3El +m zoln
$"tffi}"# l*tffi 214n gEtHa ejaz3?E +m11881

sl:**i-+l: Z/,loof;0B)t 1 41ts 7+>=-l> 213 n
魃 隧蝙  豚汁 178円 JJヽ 129円

卜Ψ絋該当 特製コロッケ 94円
ミンチカツ  189円
ビフカツ  356円
エビフライ2尾 237円
焼肉    540円

‐

| ‐
‐
||‐

||‐|

豚□―スカツ  237円
豚ヘレカツ   297円
豚一ロカツ1003189円
ステーキ    702円

985円

540円
594円 ‐

518円
572円
410円

487円 ‐

97.2円

41‐ 5円

鶯宮崎牛ィートンバT■‐10写 弁当1.1971甲
1111111111111111111111111111111111111∫ ||||||||||||||||||||||||||||||||||]   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||` 

‐

絣不1風ハーンバ■グ1弁当■■■020■ |

1鸞|きの|1本|リデミ′ヽンバ■グ1弁当|1091円

麒1焼内弁1当 螂1鰤建‐臀ΥI^1年 扮9■‐653●・
麒|ネ|■1弁 1当|1岸|||161=|101‐ 円|‐

祓
‐サイコロステ■キ弁当 772円

|

※掲載価格は税込みです.3._■ |■■■■■■■■■ ■■■|‐ ■■|■■|‐

‐鶉||ヽレカツIWI■ 1当■■||■ 1010211円
■

鸞唐揚げwl弁当|   ■‐712円

鰈和風′シ′ヽ■|グ W弁当‐I1020円
鸞き―のこ入リデミハン′‐ヽ|グ

ー
WI弁‐当1902円

1黎エビフライ
"‐

弁当‐夫
=ビ

3崖 ●ぅ0201円‐‐|
鷺焼内IW‐ 弁当 |‐ .■ |‐

‐‐|:|´1由

祓ステ■キW弁当|‐
|‐ 11:544円

鸞豚生姜焼きW‐ 弁当■‐■|120円
鼈
‐
サ
ー
■ロインIW弁当| |‐‐.2,970円

‐鸞|サイコロステ■キIW弁当
・
1.:3o6円 |

諫‐中華IWI弁当■|  ‐■‐1864円
|

鸞|ビフカツーW弁当■| ‐|‐ 1:009円・
1麒|力■ラライーIWI弁当‐■■|lt'3‐ 円
‐
俯チキン南蛮IWI弁当■|‐ ‐910円 ‐

長崎チャンポン 178円  どん兵衛   178円
JJヽ 106円

マークめ商品は、十o32円で  :黎曇爾L歩

デラックス弁当に牢零ずすます。 :蛋量子ス

`ッ

が入ります

594円




