
Amaminosato

奄美の里の味をご自宅や職場で

TAKE OUT MENU

〒891-0122  鹿児島市南栄 1-8-1

ネットからもご注文できます

FAX:099-267-7419
TEL:099-268-0331

奄美の里テイクアウト

無料配達
※10,000 円以上お買い上げの場合に限ります。

※配達地域はご相談とさせていただいております。

※土日祝日や混雑時はご希望に沿えない場合がございます。宅配OK

ご注文用紙 　FAX: 099-267-7419

お名前

ふりがな お届け先住所

〒　　　-

受取日時 日付（　　　　　） 時間（　　　　　）

電話番号

※お受取の時間は 11:00 ～ 18:00 の時間をご指定くださいませ。

※お受渡・お会計はレストランにて行っております。

★マークは当日 14 時までの予約受付

★マークは前日 15 時までの予約受付

★マークは 2 日前 15 時までの予約受付

★マークは 3 日前午前 10 時までの予約受付 となります。

ご注文は数日前ご予約が必要です

①★季節の花ん華弁当

②★豚ヒレカツ弁当

③★赤鶏唐揚げ弁当

④★ミックスフライ弁当

⑤★おまかせ彩り弁当

⑥★鶏そぼろ弁当

⑦★イルモーレ特選弁当

⑧★牛ロースステーキ弁当

⑨★黒さつまハンバーグ弁当

⑩★シーフードパエリア

⑪★焼きチーズカレー

⑫★とろけるビーフシチュー（パン付）

⑬★熟成豚のカツサンド

※ご注文は FAX または奄美の里のホームページより承ります。※ご購入した日に召し上がるようお願いいたします。

※写真はイメージです。商品の内容及び盛り付けは写真と一部異なる場合がございます。

※2 日前を過ぎての注文取消はキャンセル料が発生する場合がございます。( 個数変更については応相談 )

〒891-0122  鹿児島市南栄 1-8-1

ネットからもご注文できます

FAX:099-267-7419
TEL:099-268-0331

奄美の里テイクアウト

2,200 円

950 円

950 円

950 円

1,100 円

1,600 円

2,300 円

1,300 円

980 円

980 円

980 円

1,200 円

950 円

⑭★赤鶏唐揚げ（5 個入）

⑮★シーザーサラダ

⑯★ブランマンジェ＆ドラゴンゼリー

⑰★お子様ボックス弁当

⑱★ローストビーフ弁当

⑲★和洋 2 段 花暦弁当

⑳★オードブル（3 ～ 4 人前）

㉑★プレミアムパーティープラン（4 ～ 5 人前）

㉒★家飲みお手軽ペアセット（2 人前）

㉓★精進落し弁当

㉔★花はな弁当

㉕冷凍鶏飯（2 人前）

㉖★お食い初め弁当

680 円

450 円

300 円

1,100 円

2,700 円

3,780 円

4,860 円

8,640 円

3,000 円

2,500 円

3,300 円

2,820 円

2,800 円

合計金額

品　名 料金（税込） 料金（税込）個数 品　名 個数

Amaminosato
TAKE OUT MENU

No.04

ご注文は 5個以上から

ご注文は 5個以上から



花ん華・イルモーレメニュー ※写真はイメージです。商品の内容及び盛り付け写真は一部異なる場合がございます。 御祝い / 会議 / 会食でのご利用にオススメ

ご友人と気軽に飲みたいときに 法事・法宴の席などの仏事の際に

※仕入れ状況により内容が異なります。

花ん華

①季節の花ん華弁当
　　　　　2,200 円（税込）

花ん華

②豚ヒレカツ弁当
　　　　　　950 円（税込）

花ん華

③赤鶏唐揚げ弁当
　　　　　　950 円（税込）

花ん華

④ミックスフライ弁当
　　　　　　950 円（税込）

〆当日 14 時〆2日前 15 時 〆当日 14 時 〆当日 14 時

花ん華

⑤おまかせ彩り弁当
　　　　　1,100 円（税込）

花ん華

⑥鶏そぼろ弁当
　　　　　1,600 円（税込）

イルモーレ

⑦イルモーレ特選弁当
　　　　　2,300 円（税込）

イルモーレ

〆2日前 15 時

⑧牛ロースステーキ弁当
　　　　　1,300 円（税込）

〆2日前 15 時 〆前日 15 時 〆前日 15 時

イルモーレ

⑨黒さつまハンバーグ弁当
　　　　　　980 円（税込）

イルモーレ

⑩シーフードパエリア
　　　　　　980 円（税込）

イルモーレ

⑪焼きチーズカレー
　　　　　　980 円（税込）

イルモーレ

⑫とろけるビーフシチュー
　（パン付）1,200 円（税込）

〆当日 14 時 〆当日 14 時 〆当日 14 時

イルモーレ

⑬熟成豚のカツサンド
　　　　　950 円（税込）

花ん華

⑭赤鶏唐揚げ（5個入）
　　　　　　680 円（税込）

イルモーレ

⑮シーザーサラダ
　　　　　　450 円（税込）

⑯ブランマンジェ＆
　ドラゴンゼリー
　　　　　　300 円（税込）

花ん華

⑰お子様ボックス弁当
　　　　　1,100 円（税込）

〆当日 14 時 〆当日 14時 〆当日 14 時

〆前日 15 時

〆前日 15 時

〆前日 15時

〆3日前午前 10 時

ご注文は 5個以上から
承ります

ご注文は 5個以上から
承ります

奄美の里特選

⑱ローストビーフ弁当
　　　2,700 円（税込）

〆3日前午前 10時

奄美の里特選

⑲和洋 2段花暦弁当
　　　3,780 円（税込）

〆3日前午前 10時

奄美の里特選

⑳オードブル
　（3～ 4人前）
　　　4,860 円（税込）

イルモーレ

㉒家飲みお手軽
　ペアセット（2人前）
　　　3,000 円（税込）

〆3日前午前 10時

奄美の里特選

㉑プレミアム
　パーティープラン
　（4～ 5人前）
　　　8,640 円（税込）

〆前日 15 時

花ん華

㉓精進落とし弁当
　　　2,500 円（税込）

〆2日前 15 時

お誕生日や節目のお祝いご家族の宴に ご家庭で本格『鶏飯』をお楽しみいただけます

花ん華

㉔花はな弁当
季節の彩を食で感じられるお弁当
（お吸い物付）お祝いの席やご家族での
お集まりなど、幅広い用途にご利用
いただけます。

㉕冷凍鶏飯（2人前）
　　　2,820 円（税込）

・保冷剤、保冷バッグ付
・要冷凍
・ご飯は含まれてません

当日注文OK
〆2日前 15 時

ご自宅でゆっくり赤ちゃんの 100 日祝い

花ん華特選

㉖お食い初めセット　2,800 円（税込）
赤ちゃんが生まれてから 100 日頃に行うお祝いが「お食い初め」。
「この子が一生、食べるものに困りませんように」という親御様の
祈りと歯が生え始めたことのお祝いの意味も 兼ねて、赤ちゃんに
食べる真似をさせる儀式のことをいいます。

※仕入れ状況により
　内容が異なります。

〆前日 15時

ご希望の方には
『歯固め石』を
お付けしております

※お食い初めセットは子供用ですので大人の方は『㉔花はな弁当』などをご利用くださいませ。

3,300 円（税込）


