
江戸小町 えどこまち Edokomachi

あさり炊き込み御飯

赤魚の西京焼き
玉子焼
明太サラダ
あやめかまぼこ
旬野菜煮物
抹茶わらび餅 など

新生姜ご飯
あさりの炊き込みご飯

銀かれい西京焼
若鶏の柚子胡椒焼
真鯵のしそ巻き天ぷら
もちもち春巻
玉子焼き
あやめかまぼこ
旬野菜煮物
抹茶わらび餅　など

白御飯
（高菜と合鴨燻製のせ）

豚肉生姜焼き
焼き鳥串
つくね串
玉子焼
明太サラダ
あやめかまぼこ
旬野菜煮物
抹茶わらび餅　など

1,080 （税込）

1,490 （税込）

1,296 （税込）

sandaiwasyokuya.comインターネットからのご注文はホームページより

お電話での御注文

24時間受付対応

インターネットでの御注文

＊日曜日・祝日のお届けはお電話のみでの受付となります
（月曜日のお届けの御注文は金曜日24:00までの受付となります）

＊年末年始・ゴールデンウィークなどの連休の場合はお電話にてお問い合わせ下さい

お届け日の２日前までの受付となります

◆鏡花(3,456円税込)のご用意も致しております。またご予算に応じたお弁当もご用意できますので、詳しくはお電話にてご確認下さい◆

◆懐石弁当のご用意も致しております(5,400円税込)　御予約は2個以上より、3日前までにお願いいたします　詳しくはインターネット又はお電話にてご確認下さい◆

15:00
月曜日の御注文

＊お昼の御注文の数量・内容の変更・キャンセル等は
　土曜日の15:00までとなります

土曜日の までにお願い致します

火曜日～土曜日の御注文

＊お昼の御注文の数量・内容の変更・キャンセル等は
　お届け日の前日18:00までとなります

18:00前日の までにお願い致します

18:00
＊土曜日夕方の御注文の数量・内容の変更・キャンセル等は
　金曜日の18:00までとなります

土曜日の夕方の御注文（16:00以降のお届け）

金曜日の

＊年末年始・ゴールデンウィークなどの連休の場合はお電話にてお問い合わせ下さい
＊当店ではサービス向上の為ご注文の際のお電話を録音させて頂いております

までにお願い致します

（16:00以降のお届け）

＊夕方の御注文の数量・内容の変更・キャンセル等は
　お届け日の12:00までとなります

夕方の御注文 （月曜日～金曜日）

14:00当日の までにお願い致します

＊御注文の数量・内容の変更・キャンセル等は
　2日前の18:00までとなります

日曜・祝日の御注文

18:00２日前の までに、お電話のみでの受付となります

三代和食やで検索

月曜日～金曜日

＊日曜日はお電話の受付はお休みとなります

お電話予約受付時間

10:00 ～ 18:00 03-5227-1616
土曜日・祝日10:00 ～ 15:00 080-3714-6923

自宅・オフィスを料亭に… ご注文・ご予約専用電話番号 03-5227-1616月曜日～金曜日

土曜日・祝日 080-3714-6923

工場：東京都新宿区西五軒町11-6　ルミナス神楽坂101

 (＊こちらでもお渡し可能です）

株式会社 板前弁当神楽坂

限定サービス企画

◆スタンプカード進呈中◆
お買上げ金額が5,400円ごとにスタンプを1個押させていただきます
24個スタンプを集めると、5,000円の食事券を後日ご郵送いたします

＊お食事券をご利用の場合は現金会計となります

◆天候の急変・天災その他の予期せぬ状況によりお届けの遅れ又は、お届けできない場合がございます

◆手作りのお弁当のため、数量には限りがございます　ご予約終了時間前でも終了する場合が
　ございますので予めご了承ください

◆交通事情や駐車場の確保の為多少前後する場合がございます

◆卵・小麦・カニ・エビ等のアレルギー物質を含む食品を使用することがございますので
　詳細についてはお電話にてお問い合わせ下さい

＊スタンプカードの有効期限は最初のお買上げ日より、12ヶ月となります

お支払方法

現金・ご請求書・クレジットカード等でのお支払い
インターネットでのオンライン事前決済でのお支払い

＊お振り込みの場合、振込手数料はご負担願います

配達範囲・金額

お弁当の配達

配達時間 10:00 ～ 19:00

＊配達時間はご希望の時間を中心に1時間の幅を取らせて頂いております

＊御来店でのお支払方法は現金又はご請求書にてお願いいたします

＊御来店は日曜日・祝日を除く、月曜日～金曜日のみとなります

月曜日～土曜日の御注文は

御来店でのお渡しの場合は　　　　円より
下記にてお願いいたします

7,500円 ( 税込金額 ) 以上から承ります
日曜日・祝日の御注文は 15,000円 ( 税込金額 ) 以上から承ります

月曜日～土曜日の御注文は7,500円 (税込金額 )より下記のエリアにて承ります
日曜日・祝日の御注文は15,000円 (税込金額 )より下記のエリアにて承ります

千代田区・中央区・文京区・港区・新宿区・豊島区
品川区・台東区・渋谷区

御注文合計金額が21,600円 (税込金額 )より下記のエリアにて承ります

墨田区・目黒区・大田区・世田谷区・中野区・杉並区・北区
荒川区・板橋区・練馬区・足立区・江戸川区・江東区・葛飾区

1,080

・『工場』 　
  東京都新宿区西五軒 11-6 ルミナス神楽坂 101

＊お渡し時間 10:00 ～ 16:00
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紫陽花 あじさい Ajisai

新緑 しんりょく Shinryoku
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厳選された上質の牛肉をオリジナル
特製だれにて味付けしております

銀だら西京焼弁当 さわら西京焼弁当 銀カレイ西京焼弁当 西京焼三種盛り二段弁当

花筐 菘花 すずなはながたみ

季節の旬菜が盛りだくさんの
おかず豊富な板前弁当

季節を感じるお野菜中心の
健康弁当

Suzuna

【八寸・揚物・煮物・玉子焼きなど、国産米使用】
たて 21cm×横 21cm×高さ 5cm

Hanagatami

【八寸・揚物・煮物・玉子焼きなど、国産米使用】
たて 18cm×横 18cm×高さ 5cm

牛焼肉弁当

Gindara Saikyoyaki

【旬菜・煮物・玉子焼きなど、国産米使用】
たて 10.5cm×横 29cm×高さ 5.5cm

牛カルビ弁当（国産牛使用）

Gyukarubi

【旬菜・煮物・玉子焼きなど、国産米使用】
たて 10.5cm×横 29cm×高さ 5.5cm

牛肉を贅沢に使ったリーズナブルな焼肉弁当

Gyuyakiniku

【サラダ・煮物・玉子焼きなど、国産米使用】
たて 11.5cm×横 20cm×高さ 4.5cm

やきにくべんとう

特製だれで煮込んだ海老天を
丸ごと１本、ごはんで包みました

海老天むす

【八寸・揚物・煮物・玉子焼きなど、国産米使用】

Sawara Saikyoyaki

たて 18.5cm×横 18.5cm×高さ 3.5cm

Ginkarei Saikyoyaki

【八寸・揚物・煮物・玉子焼きなど、国産米使用】
たて 18.5cm×横 18.5cm×高さ 3.5cm

Saikyoyaki 3syu

【八寸・揚物・煮物・玉子焼きなど、国産米使用】
たて 14.5cm×横 14.5cm×高さ 4.5cm 2 段

Asuka

【八寸・揚物・煮物・玉子焼きなど、国産米使用】
たて 18cm×横 20cm×高さ 4.5cm

Muromachi

【八寸・揚物・煮物・玉子焼きなど、国産米使用】
たて 18cm×横 20cm×高さ 4.5cm

Gindaranitsuke

【八寸・揚物・煮物・玉子焼きなど、国産米使用】
たて 10.5cm×横 29cm×高さ 5.5cm

銀だら煮付け弁当

明日華 あすか 室町 むろまち

Ebi tenmusu

直径 14.5cm

ふっくらと煮付けた銀だらは
上品でホッとする味わい

豚ヒレカツ弁当

Buta hire-katsu

【旬菜・煮物・玉子焼きなど、国産米使用】
たて 10.5cm×横 29cm×高さ 5.5cm

食べ応えのあるヒレカツを中濃ソースと
味噌だれでお楽しみください。

板前酒肴オードブル
季節の物をご用意いたしますので
その季節により内容が変わる場合が
ございます。予めご了承くださいませ。

Itamad Sakeate Hors d'oeuvre

＊4人前より承ります。（写真は５人前）

菖蒲
赤魚の西京焼と豚ヒレカツを
盛り込んだ味わい豊かなお弁当

Ayame

【旬菜・煮物・玉子焼きなど、国産米使用】
たて 19cm×横 19cm×高さ 4.5cm

あやめ 十五華 じゅうごばな

板前が厳選した旬菜15種類をバランス
よく盛り込んだ華やかな板前弁当

Jyugobana

【八寸・揚物・煮物・玉子焼きなど、国産米使用】
たて 17.5cm×横 29cm×高さ 4.5cm

野の花 ののはな

和風デミグラスハンバーグと鰆の
西京焼を盛り込んだ味わい豊かな
板前弁当

Nonohana

【八寸・煮物・玉子焼きなど、国産米使用】
たて 19cm×横 19cm×高さ 4.5cm

めはり寿司弁当
4種（鮭・梅・おかか・明太子）の具を
入れためはり寿司とバランスの取れた
おかずを盛り込みました。

Mehari sushi

【鳥唐揚げ・煮物・玉子焼きなど、国産米使用】
たて 11.5cm×横 20cm×高さ 4.5cm

2022年1月～2月
鮭とキノコの
バター醤油ご飯

1,728 1,296 1,512 2,160 1,512 1,728

1,080 1,296 1,080 1,296 1,296 1,944

1,296 1,512 1,728 1,728 540 1,620

2022年5月～6月
  あさりの炊き込みご飯
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