
参加店 電話番号 メニュー 参加店 電話番号 メニュー
畑のレストラン 2-5510 お弁当 1,000 円以上 ご予算に応じ受け賜ります フォーシーズン 2-4785 ハンバーグ定食 980 円
キタノモシリ ナイタイ和牛ハンバーグセット 1,400 円（税込） 豚肉しょうが焼き定食 1,080 円

ハンバーグセット 1,100 円（税込） チキンカツ定食 1,100 円
牛すじ煮込みカレー 1,000 円（税込） ポークカツ定食 1,100 円
エビフライ定食 1,100 円（税込） 豚丼 800 円
カキフライ定食 1,300 円（税込） 中華丼 800 円
ミックスフライ定食 1,300 円（税込） オムライス（小） 700 円
天ぷら定食 1,100 円（税込） お食事処　和み 2-4676 ソースカツ丼 900 円 ※他にもあります
エビ天ぷら定食 1,300 円（税込） カツ丼 900 円 出前はその時によります
エビカレー 1,000 円（税込） 豚丼 800 円
カツカレー 1,100 円（税込） 十勝しんむら牧場 2-3923 ワッフルセット 600 円 ※12月28日より冬期休業
ハンバーグカレー 1,100 円（税込） ソフトクリーム 350 円
ギョウジャニンニクチャーハン 800 円（税込） サンデー 400 円
おまかせ定食 1,450 円（税込） ホットコーヒー 200 円

味処　金亀亭 2-2332 とんかつ定食 1,100 円（税別） アイスティー 250 円
お刺身定食 1,100 円（税別） 鮨の味通 2-3123 鮨　上生 1,400 円
天ぷら定食 1,100 円（税別） 　ライス大盛　+100円 鮨　特上 1,600 円
エビフライ定食 1,100 円（税別） 生の中巻 1,400 円
豚しょうが焼定食 1,100 円（税別） 巻物各種 600 円
カツカレー 900 円（税別） いなり 600 円
エビフライカレー 900 円（税別） 天婦羅定食 1,200 円
おにぎり各種（鮭・梅・すじこ・かつお） 200 円（税別） ヒレカツ定食 1,200 円
豚丼（味噌汁付） 900 円（税別） トンカツ定食 1,200 円
天丼（味噌汁付） 900 円（税別） ザンギ定食 900 円
カツ重（味噌汁付） 900 円（税別） 　　大　盛　1,100円（税別） 天丼 800 円
エビ重（味噌汁付） 900 円（税別） 　　メガ盛　1,380円（税別） みどり鮨 2-2650 上ちらし 1,200 円
生寿司（味噌汁付） 1,200 円（税別） 特上ちらし 1,700 円
生ちらし（味噌汁付） 1,200 円（税別） 上寿司 1,200 円
鉄火巻・なっとう巻（各2本）（味噌汁付） 500 円（税別） 特上寿司 1,700 円
いなり寿司（5ヶ入り） 500 円（税別） 焼肉・中華 2-2464 サガリ（100g） 630 円
幕の内弁当（味噌汁付） 800 円（税別） 三千里 ジンギスカン（100g） 500 円
ハンバーグ弁当（味噌汁付） 800 円（税別）
焼魚弁当（味噌汁付） 800 円（税別） 　価格、内容などは えびチャーハン 880 円
中華弁当（味噌汁付） 800 円（税別） 　　ご相談下さい あんかけやきそば 830 円
助六弁当（味噌汁付） 800 円（税別） エビチリ（2～3人用） 800 円
若どり唐揚げ弁当（味噌汁付） 800 円（税別） ぎょうざ（5ヶ入り） 430 円
おせち（5～8人盛） 20,000 円
おせち（3～5人盛） 15,000 円 十勝豚丼セット（1箱）冷凍 3,800 円 200g×4パック　三千里特製タレ付

DREAM　DOLCE 9-2277 Xmas　ストロベリー（5号） 4,200 円（税込） 予約締切　12月15日 tobachi 2-5183 ハンバーグ（ライス付） 1,000 円
Xmas　生デコレーション（4号） 3,000 円（税込）
Xmas　生チョコデコレーション（4号） 3,000 円（税込） お食事の店　しいちゃん 2-2859 からあげ（単品） 610 円
フロマージュ・ノエル 3,800 円（税込） CAFÉ＆KITCHEN　一休 2-3800
Xmas　ショコラ（5号） 4,000 円（税込）
なが～いXmas　スペシャルショート 5,000 円（税込） ※長さ　54㎝

◆◇◆◇◆　　お 持 ち 帰 り メ ニ ュ ー　　◆◇◆◇◆

予約締切　12月28日

　※ソースはデミグラス、オニオンから2種類から選べます（対応時間　11：00～16：30）

　※その他　タン・ミノ・ホルモン・レバー・小肉など

　※その他メニューに載っている物はラーメン・デザート以外はＯＫです

店内メニュー全品お持ち帰りいただけます

金額 金額


