
オーダニカット弁当 お内代+356円

宮崎牛特選ヘレ   loog 2,700円

官峙牛特選サーロイン loog l,782円

国産牛上ヘレ     loog l,663円

国産牛_Lサーロイン  loog l,188円
※お肉は100g以上50g単位でこ注文ください。
※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。

※フライーのカットや●ツー■ス類が必‐要‐な場合はお申し付けください。

宮崎牛ハンバーグ 799円

1譜 |‐Ⅲ 訂ず F‐≒慶梨た翠著霧磋す.。

|オ■ドブル6■7人盛り■5:940円
オー■ドブル4二5人盛り3:5641円
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オードブル 4～5人盛り

アメリカンドッグ

春巻き   ‐

エビ団子
ミニオムレツ
コーンボール

カキフライ |‐
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焼きそば
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ポテトサラダlo031 29
マカローニサラダ1003129

ハンバ■グ 332円
ハンバーグ 1生 273円
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豚□―スカツ  237円
豚一ロカツ loo3 189円
豚ヘレ■ロカツ 1個 94円
鶏の唐揚げ 1003237円
エビフライ  大 260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

特製コロッーケ

356円
297.円

129円
189円
82円
94円

厚焼きたまご

キムチ|

春雨サラダ

ライス

マヨネーズ

カレーコロウケ  108円
串カツ 94円
ウインナニ玉子串|‐  94円
チ‐ズチキン  162円
ハムカツ    1181円
フラーンクフライ  ー194円

35円
タルタルソース  135円

118
178

厨闘口轟0ラ 2‐422・4101

配運エリア く員塚市 > 東 福田 二色北町 二色中町 二色南町

二色 1～4丁目 津田町 堀町 北町 中町 南町 西町 海塚 近木 脇浜

新田I 力E神 カロ治 畠中 浦田 窪田 地蔵堂 堤 鳥羽 新丼 半田 小瀬  |
‐ 久保 永吉 麻生中 橋本 王子 清児 名越 石才 沢 港
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宮崎牛認走店1肉の|やま―ひろ
http: / /www. e - Z9yamahiro . com 肉のやまひろ

T余オシトが貯まる肉匠やまひろYahOo!‐ 店

い||1//S,9■‐ゃ10ppinll,中 9■|111イや「90/
※掲載価格はすべて税込み|です。  ■| ‐|■ ■||■ ||‐ |‐ |‐ ‐
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宮崎牛

国産牛

3,445円
3,088円
2,376円 '

2,970円

2,494円

2,257円

1,900円

プレミアムステーキ御月善

プレミアムステーキ重

プレミアムカルビ焼肉菫

ステーキ御膳

ステーキ菫

ロース焼肉重

子作 リロ,ス トビニフ菫

単品口Tス トビーフ

1ス辞赤 70g  688円
1人前 100g l,009円



やまひろOX弁1当|が|
「2021年度1惣菜■べ|んとうグランプリ」
を1受1賞しました1

|,事191,|'不 |1宥||14篭蓼.11‐ ||190'`1甲‐‐|
日替わり弁当

幕の内弁当

lml幸荼当i‐菫:驀11■11三IIIIII
牛肉そぼろ弁当 572円

のり弁当 410円

鮭弁当 5410円
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1饒■|'ケ1当||

53‐4円

鰹唐場げ弁当嘉■‐1: 4641円

902円

魃焼1内IWI弁当 1,128円

饒||||●イン|"||1当
‐ 2,970‐円‐
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鰊■1幸|"||■1当
|■||■ |131641円■

■||■■:00911円■

トツ祗ング 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 258円
焼肉    540円

ご~雉鐘  豚汁 178円
長崎チヤンポン 178円  どん兵衛

ライス大盛り +54円   ライス小盛リ ー54円

ライス特盛り +108円   おかずのみ -108円

ご勒鍾  のり  59円  肉そぼろ全面403円 半面201円
♭ツピ顆ヴ 焼き鮭 270円  卵そぼろ全面237円 半面118円

鮨轡瀧越 ワカメの味0曽汁 141円  チキンラーメン 213円

540円

59‐411円|
‐
勲カーキフラィ弁1当 51619F■

豚□―スカツ  237円
豚ヘレカツ   297円
豚一口カツ1003189円
ステーキ

JJヽ 129円
178円

JJヽ 106円
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1蒻1和|ロハ|ン′ヽ|‐グ|■1当| 629円
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絣|サイ|||ネ|||■|||■1当 772円

■|||‐ |■|18731円 |‐
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マニタの商品は、+3‐02円で―

|:黎曇篤L歩‐ |
デラーツタ不弁1当に変1車ず|ます
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702円
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