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新鮮な野菜を使った

俵屋の食材

俵屋の仕出しは︑見た目にも楽しい

彩り豊かな地元野菜をはじめ︑全国か

ら新鮮で美味しい野菜を厳選︑取り寄

せし使用しています︒
皆様に召し上がっ

て頂く際に︑安心感も味わって頂きた

く︑日々調理いたしております︒手作

り本来の味をお楽しみください︒皆様

に喜んで頂くために︑旬に合わせたお

弁当をお作りいたしております︒
※写真はイメージです。

栄養のバランスと、美味しさを考えたお弁当。安心、安全、新鮮
を第一に料理をワンランク上げる取り組みを推進しております。

俵屋の幕の内弁当
幕の内弁当〜さくら〜

幕の内弁当 〜あじさい〜
満足度
120％

大人気の
定番

1,000

円（税別）
26.1cm 17.1cm 2.2cm

豪華な天婦羅・焼魚と唐揚げはもちろん、俵屋自慢の煮物盛り合わせと
出汁巻玉子など盛りだくさん。ひと手間加えた和食を満喫できます。

幕の内弁当
〜菜の花〜

800 円（税別） 26.1cm

17.1cm 2.2cm

人気の海老フライ・唐揚げ・お煮しめ・焼魚など伝統の献立を
詰め合わせた俵屋の定番弁当。ボリュームがあってお手頃価格！

日替わり弁当

栄養
バランス
満点

やみつき
間違い
なし！

700

500

円（税別）
23cm 18cm 2.7cm

一回り大きな肉団子と唐揚げで食べ応え抜群。付け合わせは煮物・玉
子焼・揚げナス・焼き魚を組み合わせた。バランス良い満点弁当。

円（税別）
21.4cm 21.4cm 4.3cm

仕入れにより変わる日替わり弁当は『飽きがこず毎日変わる楽しみ
がある』と女性のお客様を中心に大変ご好評いただいております。

その他にも豊富なメニューをご用意しています

俵屋で人気の定番弁当

600 円（税別）（各種）

▪麻婆茄子弁当

▪牛肉野菜炒め弁当

▪ホイコーロー弁当

▪唐揚げ弁当

▪焼肉弁当

▪酢豚弁当

▪生姜焼き弁当

▪豚カツ弁当

▪鳥もも焼き弁当 など

※厳選した食材を使用しているため、季節、仕入れにより内容が変更になる場合が
ございますので予めご了承くださいませ。詳しくはお問い合わせください。

ご要望やご相談の
お問い合わせはコチラ

肉団子
弁当

0467-75-0932

栄養のつめあわせ

松花堂弁当

俵屋オリジナル﹃松花堂弁当﹄

会合や、各種サークルなどで
ご好評いただいております人
気の幕内。品のある味と様々
なおかずをお楽しみください。

ス タ ン ダー ドな 和・ 洋・ 中なが ら︑

31.4cm 25.4cm 4.9cm

料理長のこだわりにより︑手作りお

2,000 円（税別）

かずの数々が味のバランス良く組み

大切な人との楽しいひとときに

合わさっております︒是非一度ご賞

顧客様
納得の
優良弁当

味ください︒

松花堂弁当
〜すずらん〜

※法事では炊き込みご飯に変更できます。内容もご相談ください。

俵屋の松花堂弁当

和・洋・中・ヘルシー・その全てを取り入れました。栄養と味のバランスを調整した事
で幅広い年代の方にご好評いただいております『俵屋オリジナル松花堂弁当シリーズ』

松花堂弁当
〜れんげ〜（2段）

1,500 円（税別） 17.4cm

料理長
おすすめ

1,300 円（税別） 20.5cm

17.4cm 8.8cm

贅沢食材をふんだんにあしらった満足の一品。
見栄え、素材共に高級感あふれるお弁当です。

やわらかく味わい
深い自家製ハン
バーグ。コクと旨
みたっぷりのオリ
ジナルソースが絶
妙なバランスです。

800 円（税別）

27.5cm 17.1cm 2.2cm

揚げ物人気メニューのサ
クサクヒレカツとプリプ
リエビフライは、ジュー
シーで食べ応え抜群。

俵屋
おすすめ

20.5cm 3.2cm

味わい、彩り、香りと三拍子そろったお弁当。ひとつひとつ
丁寧な仕事を施しました。彩りが美しい上品なお弁当です。

松花堂弁当 〜かすみ草〜

1,000 円（税別）

松花堂弁当 〜もみじ〜

いろどり弁当
女性に
大人気

自家製
ハンバーグ

松花堂弁当 〜すみれ〜
サクサク
ヒレカツ

700 円（税別） 20.5cm

20.5cm 3.2cm

俵屋オリジナル松花堂弁当。いろいろなおかずを、楽しみ
ながら食事ができると女性を中心に大変喜ばれています。

※上記のメニューの他、ご利用の目的や年代層等々のご要望による料理内容やご予算などはお気軽にご相談をお受け致しております。※アレルギーをお持ちの方は、ご注文時にご相談下さいませ。
※器が写真と異なる場合があります。※お飲物をはじめグラスや器等の提供も行っております。※価格は全て消費（8%）税抜の表示です。※写真はすべてイメージです。

大山街道旅路弁当

おもむき

※写真はすべてイメージです。

竹には抗菌・消臭効
果があります。食品
や食器、フキン、衣
類など清潔に保ちた
いものに向いてます。

おむすび弁当

500 円（税別）

500 円（税別）

20.4cm 17.6cm 4.2cm

20.4cm 17.6cm 4.2cm

煮汁がたっぷりしみ込み
ふっくらとした「揚げ」
が自慢のお稲荷さん。

野外で食べやすい旨味
ぎっしりのおむすび 2
種類と人気の惣菜。

お 子様弁 当

人気のお手軽

おいなり弁当

ご行楽のお供に︑あるい

贅沢に相模豚を使った手作り柔らか豚ひれチャーシュー丼

は 各 種 行 事 の お 食 事に 美 味

20cm 13.8cm 5.4cm

し い 思 い 出と な る メ ニ ュ ー

1,000 円（税別）

をご用意いたしております︒

特製焼き豚弁当

行楽弁当

竹から切り出した、
薄い竹ひごで編まれ
たかごは、大切に使
えば一生使えるとい
うくらいの頑丈さ。

相模の国一之宮

※こちらの商品は一週間前のご注文で１０食からとさせて頂きます。

俵屋
名物

大山街道とは︑現在国道246 号として使わ

創業からの俵屋独自のお弁当で、籐の籠に入れられたおにぎりと、四季を感じさせ
る食材を用いたおかずが好評です。思い出に残るお弁当として大変喜ばれています。

れており︑大山と︑現在の赤坂付近︵江戸︶を

2,000 円（税別）

結ぶ街道として︑昔から多くの人に使われてき

飴色にかわって
くるまでじっく
り使い込みたい

た街道です︒ 大山は昔から︑雨を降らせる雨

食事後はお弁当
箱としてはもち
ろん多用にお使
いいただけます

乞いの神様の山として知られており︑
今でも﹁大

中のものが蒸れ
ずに美味しくい
ただける

山参り﹂をする人たちでにぎわっています︒

趣きを感じる天然籐竹、四季折々の食材が詰まったお弁当

子どもに
大人気

各種飲み物も扱っております

400 円（税別）

ご要望がありましたらお気軽にご相談ください。

21.4cm 18.6cm 4.5cm

お茶

手でつまんで食べられるよう
に、ひとくちサイズの人気の
おかずを詰め合わせました。
※厳選した食材を使用しているため、季節、仕入れにより内容が変更になる場合が
ございますので予めご了承くださいませ。詳しくはお問い合わせください。

500mL

150 円（税別）

市販のお茶（ペットボトル）をお弁
当とご一緒にお届けいたします。
ご要望やご相談の
お問い合わせはコチラ

0467-75-0932

︵お重︶

お祝い事の集まりに

会 席

大切なお集まりやお客様のおもてなしに︒

慶弔の席・会議等に適したお重です︒出汁や

食材にこだわり和食を心ゆくまでご満足いた

だける高級懐石重に仕上げました︒

四季会席

四季折々の素材の美味しさを大切にしなが
ら料理人が心を込めて作った料理をお届け。

大切な重役会議や来客接待用の高級お重。

自慢の焼き魚・お刺身・天婦羅・小鉢の豪華なお重

お子様ランチ コロちゃん

煮魚弁当

豊かなひと時を

1,500 円（税別）

心づくしのお食事で

1,000 円（税別）

豊かなおもてなしの時間を

焼き魚弁当

お手伝いいたします︒

会議用弁当

６,000 円（税別）

おもてなし ︵お重︶

ふんわりやわらかな
舌触りの海老しん
じょうに、柚子の香
りのきいたお出汁が
美味な一品です。

生カキの旨味がたっ
ぷり染み込んだ炊き
込みご飯。ショウガ
の風味が口の中いっ
ぱいに広がります。

なでしこ

※写真はすべてイメージです。

800 円（税別）
見た目にも可愛らし
い。お子様に人気の特
製お子様ランチ。豪華
な 3 重セット。

俵屋 茶碗蒸し

500 円（税別）
温かいお料理の一品
としてオススメです。

売れ筋
NO.1

2,000 円（税別）
「おもてなしの心」
を大切に、真心を
織 り 込 ん だ お 重。
旬菜を折り詰めた
本格日本料理。

※上記のメニューの他、ご利用の目的や年代層等々のご要望による料理内容やご予算などはお気軽にご相談をお受け致しております。※アレルギーをお持ちの方は、ご注文時にご相談下さいませ。
※器が写真と異なる場合があります。※お飲物をはじめグラスや器等の提供も行っております。※価格は全て消費（8%）税抜の表示です。※写真はすべてイメージです。

※写真はイメージです。

食卓に笑顔を

お気軽にご相談ください。

彩り 鮮やか な

からお作り致しておりますので

盛り合わせ

※価格は３,000 円より（５人前）

お食事会などでの料理の華と

あわせてご提供できます。

して活躍する盛り合わせ皿︒

や両方の組み合など場面に

各種パーティーや慶事など催し

※オードブルは洋風・中華

の場で︑楽しさと華やかさを演

季節と彩りを楽しむ贅
沢な盛り合わせ。

出します︒和・洋・中のお好み

5,250 円（税別）

に合わせてお選びいただけます︒

オードブル

俵屋の盛り合わせで、いつもと違った交流会を開いてみませんか？

各商品は
5、
6 人前に
なります。

焼きもの盛り合わせ

中華の盛り合わせ

4,000 円（税別）

5,000 円（税別）

5000 円（税別）

海鮮を中心とした豪華な季節の焼き物 。

人気の中華惣菜を組み合わせたお得なセット。

体に優しい野菜がふんだん俵屋伝統の煮物。

揚げ物の盛り合わせ

お刺身の盛り合わせ

にぎり寿司の盛り合わせ

3,000 円（税別）

5,000 円（税別）

5,000 円（税別）

厳選素材をサックリ美味しい揚げ物に。

料理長がこだわりぬいて仕入れた旬の魚。

サンドイッチの盛り合わせ

唐揚げ盛り合わせ

天ぷらの盛り合わせ

3,000 円（税別）

2,500 円（税別）

3,000 円（税別）

一口サイズにカットした俵屋特選サンドイッチ。

大人気定番！これだけで食事も会話も弾みます。

季節の野菜をたっぷり使用した天婦羅。

※厳選した食材を使用しているため、季節、仕入れにより内容が変更になる場合が
ございますので予めご了承くださいませ。詳しくはお問い合わせください。

ご要望やご相談の
お問い合わせはコチラ

煮物の盛り合わせ

特選！旬の贅沢にぎり寿司各種。

0467-75-0932

大切な 良き 日を

お祝い膳

色々なお祝いの席でお使いいた

だける︑本格懐石﹁お祝い折り料

理﹂ 結納や七五三︑謝恩会︑還暦

お祝いのお席を豪華に演
出。鯛の姿焼きエビ、カニ、
旬の煮物など厳選された
食材を惜しみなく使用し
た至福の料理。

祝いなど︑ご自宅で本格的な味を

3,500 円（税別）

お楽しみください︒

お祝い折り
宝舟 （お赤飯付き）

※写真はイメージです。

お祝い料理折り（単品）

単品でも
ご注文
頂けます

お 赤 飯（単品）

祝い酒に最適な寒川産の日本酒

『 湘 南 寒 川 』（ 本 醸 造 ）
左：1800mL、右：720mL
価格はお問い合わせください。

3,000 円（税別）

伝統が息づき、四季の彩りが溢
れる寒川町と山形県の寒河江
市の姉妹都市締結を記念して
「本醸造寒川」が誕生しました。

500 円（税別）300g

湘 南か ら の 贈り 物

︵冷凍︶

湘南ブランド豚みやじ豚を
使用！！『みやじ豚の美味
しさを最大限に生かす』を
コンセプトにお作りした料
理人渾身のお惣菜です。

高菜入り塩味、とシラ
ス入り醤油味の 2 種。

惣 菜

1,150 円（3 個入）

俵屋の惣菜お取り寄せ︒

湘南みやじ豚
の豚むす

当店惣菜はすべて手作りです︒出

正 規 販 売 店

来立てを急速冷凍し︑真空パック

湘南みやじ豚の豚むす

に個装の上︑新鮮なまま発送させ

寒川町の特産品
推奨品

大人気
商品

ていただきます︒

冷凍保存で 3 ケ月ご賞味頂けます。1 パックづつの食べきり
サイズで便利にご利用いただけます。ご家庭の常備品に是非。

真 心こめた 手 作 り 惣 菜

※写真はすべてイメージです。

トマト煮込みハンバーグ

実店舗
でも根強い
人気です

420 円（150g）

俵屋
特製

450 円（150g）

神奈川県産豚肉 100％。湘南茅ヶ崎ト
マト使用トマトソース特有の酸味と旨
味にハンバーグの甘味融合です。
俵屋のお取り寄せ惣菜
通販ショップ

鯖の味噌煮

脂ののったサバをじっくり炊き上げま
した。合わせ味噌仕立てなので味も色
も上品に仕上げました。

http://www.y-tawaraya.jp/

俵屋の手作り惣菜とは？
一つ一つの食材をプロの目で選び調達し、魚・
肉・野菜の加工も全て自社厨房にて行ってい
ます。加工した食材を従来の調理法（煮る・
焼く・揚げる・蒸す）等で仕上げます。俵屋
冷凍惣菜は新調理法（クックチル製法）を導
入しより安心安全のお惣菜を提供致してます。
当店の真心込め
て お 作 り し た。
お惣菜を是非ご
家庭でお楽しみ
ください。

※上記のメニューの他、ご利用の目的や年代層等々のご要望による料理内容やご予算などはお気軽にご相談をお受け致しております。※アレルギーをお持ちの方は、ご注文時にご相談下さいませ。
※器が写真と異なる場合があります。※お飲物をはじめグラスや器等の提供も行っております。※価格は全て消費（8%）税抜の表示です。※写真はすべてイメージです。

給食サービス

配 食

平成 18 年度より寒川町介護給食認

定業者として配食サービスをご提供さ

せて頂いております︒お食事の支度が

困難なお一人暮らしの方やご高齢の方

おいしさにこだわっています！

などに︑月曜日から土曜日の週 6 日︑

ご希望に合わせて昼食︑夕食をご自宅

までお届けいたします︒

毎日ご満足いただけるように

平成１８年度より

町の介護配食
サービスの
認定事業者

※写真はイメージです。

価格

/ 昼食・夕食 配食に際しての基本は手渡しとさせていただいております。
１食 ７００円（税込） 月曜日〜土曜日
※おかずのみの場合は 500 円（税込）になります。 お客様の安否確認と合わせて、お届けをいたしております。

お客様に安心・安全でこだわりのあるお食事を提
供するために 3 つの心得を実施いたしております。

1

2

毎日かわる献立

※写真は器に盛った時の例（サンプル）です。

配達エリアについて
寒川町

平塚市

海老名市

伊勢原市

綾瀬市
藤沢市

茅ヶ崎市

お弁当容器は２つに別れております。保温
ポットの中にはご飯とお味噌汁、おかずは
おかずのみの容器でのお届けになります。
ご飯の熱などでおかずが傷む心配なく、温
かい状態でのお食事がお楽しみ頂けます。

月契約や
不要
週間契約は不要

必要に応じた曜日
必要に応じた曜日・
日数での
日数での配食可能

《 ご利用にあ たって》

仕出し弁当は要予約となりますので、3 日前までにご予
約下さいませ。またご注文数が 15 個以上の場合は、5
日前までにご連絡下さるようお願いいたします。※前日
のご注文や年末年始など、仕入れ・注文状況によりご注
文を承れない場合がございますのでご了承ください。

《お支払いについて》

原則的には現金でのお支払いをお願いいたしております。
（配達時に商品と引き換えに配送員にお支払い下さい。）
法人・団体様でご請求書払いをご希望の場合は当社までご
相談くださいませ。

保冷車にての搬送を義務付けています。配送
の際は、常時１０度以下の温度管理の中、ご
自宅までお弁当を安全にお届けできるよう品
質面、衛生面に徹底配慮いたしております。
安心品質のお食事をお約束いたします。

キャンセルや日程の変更について
昼食
夕食

《アレルギー品目について》

※アレルギーをお持ちの方は、ご注文時にご相談下
さいませ。可能な限り対応させて頂きます。なお、
アレルギー品目については仕入れに等により内容が
変わる事があるのでお問い合わせください。

《その他の連絡事項》

※価格は全て消費（8%）税抜の表示です。

※メニュー以外でもお客様のご要望のメニューを
お作りすることが可能です。
※ご注文状況により、直前のご注文をお受けできない場合が
ございますので お早目のご予約をお願いできますと幸いです。
※材料の入荷状況により、メニューの内容を
一部変更する場合がございます。
※配送到着後、冷房エアコンなどが完備されていて室内温度
が 25 度以下などに保たれている状態で保存をして頂きたく
存じます。
恐れ入りますが、万が一配送員が確認した時点で、保存状態
が室内温度 25 度以下にて保たれていない場合、弊社は衛生
に関する一切の責任を追いかねます。

配達日の前日
前日 18 時まで
時までにご連絡いただければ
変更、追加またはキャンセルが可能です。
当日 12 時まで
配達日の当日
時までにご連絡いただければ
変更、追加またはキャンセルが可能です。
《ご予約金額とお届けエリア》

その他エリアのお届けは、お電話にてお問い合せ下さい。

5000 円以上：5 キロ圏内

厚木市

寒川町／各一部：茅ヶ崎・藤沢

2 万円以上：10 キロ圏内

伊勢原市

各一部：藤沢市・平塚市・大磯町・
海老名市・綾瀬市

平塚市

寒川町

《ご注文について》

ご自宅まで
安心・安全
にお届け

海老名市

※掲載メニューの他、ご予算やお好みに応じて承ります。
※ご指定の日時に、ご自宅をはじめご指定場所へ
配送いたします。（配送料無料）
※天候や交通状況などにより、止むを得ず配達時間等に
遅れが生じる場合がございます。
※写真のお料理は季節により多少異なる場合がございます。

保 冷 車

温かい状態
でのお食事

ご契約について
厚木市

3 つの心得
3

お 弁 当容 器

塩分 3％
以下
600kcal

お食事の献立は食材を吟味・厳選して毎日
変わります。月末に翌月の献立表を配布さ
せて頂いております。健康に配慮し、塩分
は３％以下、カロリーは 1 食、６００kcal
を目安としてお作りいたしております。

配達エリアは
寒川町内を限定
としております。
配送料無料

俵屋 給食サービス

綾瀬市
藤沢市

茅ヶ崎市

有限会社 俵屋
〒 253-0111
寒川町一之宮 8-6-13

ご要望やご相談のお問い合わせはコチラ

0467-75-0932

HP:http://members3.jcom.home.ne.jp/ta.wa.ra.ya/

