【店内メニューと販売単位・金額が異なる場合があります。】
※お持ち帰りとしては扱っていない商品もございますのであらかじめ
ご了承くださいませ。
≪焼き餃子≫
・ ジューシーみそ餃子 … あっさり薄味、とってもジューシー … ６個/1 パック ３０９円
・ ガツンとニンニク塩餃子 … ニンニクとニラがたっぷり味濃いめ …６個/1 パック ４３０円
・ ジャンボペッパー餃子 … 牛豚合挽使用。野菜超少なめ …６個/1 パック ６８０円
・ こころ餃子 … 豚鶏合挽使用、豚背あぶらたっぷり …５個/1 パック
２４０円
・ 辛みそ餃子 … ニンニク不使用、ピリ辛 … ６個/1 パック
２６０円
ヘルシー生姜餃子 … お肉不使用 … ６個/1 パック
２６０円
・ 手羽餃子 …手羽先の中に２種類の餃子の餡を入れました …２個/1 パック ３８０円
・ 一口あげ餃子 …胡椒を効かせた一口サイズのあげ餃子 … ８個/1 皿 ２００円
≪十勝黒豚メニュー≫
・黒豚もも肉のとんかつ
２個/1 パック ３８０円
・黒豚もも肉の唐揚げ
２個/1 パック
３８０円
・黒豚もも肉のてんぷら
２個/1 パック ３８０円
・

・黒豚ベーコンメンチ
１個
２８０円
≪唐揚げ≫
・ こころ唐揚げ … 北海道産もも肉、スパイス＆醤油味、柔らか … ４個/1 パック ５５０円
・ 塩レモン唐揚げ … 北海道産もも肉、塩味、柔らか … ４個/1 パック ５５０円
・ しっとり醤油唐揚げ …むね肉使用、肉質かため、ボリューム大…４個/1 パック ３７０円
・ ささみの塩唐揚げ …ささみを塩麹とスパイスで味付…４個/1 パック ５５０円
・ ヤンニョムチキン★…ピリ辛韓国風のスティック状唐揚げです…1 パック ３８０円
・ チーズ唐揚げ★…しっとり醤油唐揚げにチーズをかけました…１パック ３８５円
・
・
・
・
・

アジアン唐揚げ★…しっとり醤油唐揚げにスイートチリをかけました…１パック ３８５円
ハニーマスタード唐揚げ★…しっとり醤油唐揚げにマスタードをかけました…１パック ３８５円
さっぱりおろし唐揚げ★…しっとり醤油唐揚げにおろしたれをかけました…１パック ３８５円
にんにくパンチ唐揚げ★…しっとり醤油唐揚げにニンニクタレをかけました…１パック ３８５円
スパイシー辛口唐揚げ★…しっとり醤油唐揚げにピリ辛タレをかけました…１パック ３８５円

≪串焼き・串カツ≫
・ 十勝黒豚バラ肉の串焼き …1 本 ２５０円
・ 十勝黒豚バラ肉の串カツ …１本 ２５０円
・ 牛ロースの串焼き …１本 ３３０円
・ 牛ロースの串カツ …１本 ３３０円
・ 北海道産鶏もも肉の串焼き …１本 １９０円
・ 北海道産鶏もも肉の串カツ …１本 １９０円
≪こだわり商品≫
・ お肉屋さんの超厚切りハムカツ …規格外の厚さ… 1 枚 ４５０円
・ ジャンボささみチーズカツ（ノーマル） …たっぷりのチーズがとろけ出す …1 枚 ２８０円
・ 唐揚げ屋さんのチキンカツ …生姜タレに漬け込んだ肉を柔らかく揚げました… １個 １１０円
≪揚げ物≫
・ささみの天ぷら …１個 １４０円
・クリームコロッケ …１個 １０３円
・春巻き
…１個
９３円

★商品は、２時間以内、その他の商品も当日中にお召し上がりください。

焼き餃子のテイクアウトをお買い上げのお客様へ
焼き餃子は、冷めた後に温めなおしますと

皮がべちゃべちゃになり、具はギュッと固くなります。
おいしくお召し上がりいただきたいので、すぐお召し上がりいただ
けない場合は冷凍餃子をおすすめしております。

≪餃子・唐揚げ・お弁当 お持ち帰り電話注文承ります≫
テイクアウトメニューはレジ前にございます。
温かい状態で食べていただきたいので、お時間に合わせておつく
りいたします。

※混雑時は、時間がかかることや電話に出れないことが

ございますのであらかじめご了承くださいませ。

・ジューシーみそ餃子

１０個入り ４８３円

・こころ餃子

１０個入り ４６０円

・ガツンとニンニク塩餃子 １０個入り ７００円
・ジャンボペッパー餃子

１０個入り １０８０円

・カレーチーズ餃子

１０個入り ７００円

・辛みそ餃子

２０個入り ８００円

・ヘルシー生姜餃子
・一口餃子

１０個入り ４００円
２０個入り ３８０円

３５００円＋送料
化粧箱＆
送料 北海道 ５００円
ラッピングして
東京
１０００円
お届け！！
名古屋 １０００円
大阪 １５００円
通常送料 《見方 右の金額未満の送料←●●円→左右の金額の間の送料←●●円》
北海道 ９２０円←商品代金３０００円→５００円←商品代金５０００円→無料
東京 １６８０円←商品代金５０００円→１０００円←商品代金８０００円→無料
名古屋 １６８０円←商品代金５０００円→１０００円←商品代金８０００円→無料

大阪

１９９０円←商品代金８０００円→１５００円←商品代金１００００円→無料

≪盛り合わせのお弁当≫

ジューシーみそ餃子３個・こころ唐揚１個・塩レモン唐揚１個
ささみの唐揚げ１個
《選べる特製たれはつきません。》

餃子＆こころ唐揚げ弁当

餃子＆塩レモン唐揚げ弁当

餃子＆しっとり唐揚弁当

（ジューシーみそ餃子）７５０円

（ジューシーみそ餃子）７５０円

（ジューシーみそ餃子）６００円

餃子＆チキンカツ弁当
（ジューシーみそ餃子）７５０円

アラカルト弁当
（ジューシーみそ餃子）６７０円

≪リーズナブルなお弁当限定メニュー≫ ※お弁当を店内でお召上がりいただくことはできません。

チキンカツ弁当
５５０円

ささみチーズカツ弁当 唐揚げコロッケ弁当
５５０円
５８０円

餃子だけ・唐揚げだけのお弁当もございます。

唐揚げ春巻き弁当
５８０円

≪ぎょうざだけのお弁当≫
１ ジューシーみそ餃子弁当

６００円

… あっさり薄味、とってもジューシー …

２ ニンニク塩餃子弁当

６７０円

… ニンニクとニラがたっぷり味濃いめ …

３ ジャンボペッパー餃子弁当

８９０円

… 牛豚合挽使用。野菜超少なめ …

４ こころ餃子弁当

４３０円

… 豚鶏合挽使用、豚背あぶらたっぷり …

５ 大盛りこころ餃子弁当

６７０円

６ ざくざく野菜の辛みそ餃子弁当

５００円

… ニンニク不使用、ピリ辛 …

７ カレーチーズ餃子弁当
８ ヘルシー生姜餃子弁当

６７０円
５００円

… お肉不使用 …

≪唐揚げだけの弁当》
１５ こころ唐揚げ弁当 （３個）

６５０円

… 北海道産もも肉、スパイス＆醤油味、柔らか …

１６ まんぷくこころ唐揚げ弁当 （５個） ９３０円
１８ 塩レモン唐揚げ弁当 （３個）

６５０円

… 北海道産もも肉、塩味、柔らか …

１９ まんぷく塩レモン唐揚げ弁当（５個） ９３０円

２１ ささみ塩唐揚げ弁当 （３個）

６５０円

…ささみを塩麹とスパイスで味付…

２３ しっとり醤油唐揚げ弁当 （３個）

５３０円

…むね肉使用、肉質かため、ボリューム大…

２５ ヤンニョムチキン弁当

６８０円

…韓国風のぴりから唐揚げ…

≪餃子と唐揚げの盛り合わせ弁当》
１７ 餃子＆こころ唐揚げ弁当
ジューシーみそ餃子 ７５０円・ニンニク塩餃子・７９０円・辛みそ餃子７３０円

２０ 餃子＆塩レモン唐揚げ弁当
ジューシーみそ餃子 ７５０円・ニンニク塩餃子・７９０円・辛みそ餃子７３０円

２２ 餃子＆ささみの塩唐揚げ弁当
ジューシーみそ餃子 ７５０円・ニンニク塩餃子・７９０円・辛みそ餃子７３０円

２４ 餃子＆しっとり醤油唐揚げ弁当
ジューシーみそ餃子 ６００円・ニンニク塩餃子・６４０円・辛みそ餃子５８０円

≪おすすめ弁当≫
３１ おすすめ A 弁当
ジューシーみそ餃子 ９３０円・ニンニク塩餃子・９７０円・辛みそ餃子９１０円

３２ 餃子＆黒豚ロース焼き弁当
ジューシーみそ餃子 980 円ニンニク塩餃子 1020 円辛みそ餃子 950 円

３３ 餃子＆黒豚ロースカツ弁当
ジューシーみそ餃子 980 円ニンニク塩餃子 1020 円辛みそ餃子 950 円

３４ ダブル唐揚げ＆黒豚ロース弁当
３５ 黒豚もも肉の網焼き弁当

１１１０円

８９０円

３６ 黒豚もも肉のとんかつ弁当

８９０円

３７ 黒豚もも肉の天ぷら弁当

８９０円

４１ ささみチーズカツ弁当

５５０円

４２ 餃子＆ささみチーズカツ弁当
ジューシーみそ餃子 ７５０円・ニンニク塩餃子・７９０円・辛みそ餃子７３０円

４３ ダブル唐揚げ＆ささみチーズカツ弁当 ８３０円
４４ 餃子＆３種の串焼き弁当
ジューシーみそ餃子 1250 円ニンニク塩餃子 1290 円辛みそ餃子 1230 円

４５ ダブル唐揚げ＆３種の串焼き弁当

１３８０円

４６ 餃子＆３種の串かつ弁当
ジューシーみそ餃子 1250 円ニンニク塩餃子 1290 円辛みそ餃子 1230 円

４７ ダブル唐揚げ＆３種の串かつ弁当

１３８０円

４８ 餃子＆チキンカツ弁当
ジューシーみそ餃子 ７５０円・ニンニク塩餃子・７９０円・辛みそ餃子７３０円

４９ ダブル唐揚げ＆チキンカツ弁当 ８３０円
５０ チキンカツ弁当

５５０円

≪日替わり定食≫
月曜日
A 「ささみ梅肉フライ＆チーズ唐揚げ弁当」６５０円
B 「餃子＆A 盛り合わせ弁当」
ジューシーみそ餃子 ８１０円・ニンニク塩餃子・８５０円・辛みそ餃子７９０円

C 「チキンカツ＆A 盛り合わせ弁当」 ７６０円
D 「ダブル唐揚げ＆A 盛り合わせ弁当」 ９３０円

火曜日
A 「厚切りハムカツ＆さっぱりおろし唐揚げ弁当」７９０円
B 「餃子＆A 盛り合わせ弁当」
ジューシーみそ餃子９５０円・ニンニク塩餃子９９０円・辛みそ餃子９２０円

C 「チキンカツ＆A 盛り合わせ弁当」 ９００円
D 「ダブル唐揚げ＆A 盛り合わせ弁当」 １０７０円

木曜日
A 「ささみ天ぷら＆にんにく唐揚げ弁当」６５０円
B 「餃子＆A 盛り合わせ弁当」
ジューシーみそ餃子 ８１０円・ニンニク塩餃子・８５０円・辛みそ餃子７９０円

C 「チキンカツ＆A 盛り合わせ弁当」 ７６０円
D 「ダブル唐揚げ＆A 盛り合わせ弁当」 ９３０円

金曜日
A

「三元豚ロースとんかつ＆スパイシー唐揚げ弁当」 ８９０円

B 「餃子＆A 盛り合わせ弁当」
ジューシーみそ餃子１０５０円・ニンニク塩餃子１０９０円・辛みそ餃子１０３０円

C 「チキンカツ＆A 盛り合わせ弁当」 １０００円
D 「ダブル唐揚げ＆A 盛り合わせ弁当」 １１７０円

