
（税別）1,500 yen
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善光寺門前町、粋な食事とお買い物が楽しめる

ぱてぃお大門のテイクアウト

ぱてぃお大門

デリバリー

はじめました。

大人気のENYAデリバリーセット。
前菜、おかず、お寿司など一品一
品手作りのバラエティー豊かで、
大人からお子様まで楽しめるセッ
トメニューです。ランチセットもご
用意しています。
※2人前より承ります。

3種類の海鮮を楽しめるオ
リジナルの押し寿司です。
上越から直接仕入れてい
るお魚は新鮮でオススメ
です。本格にぎり寿司もご
用意しています。

おやき屋が手間暇かけて
丁寧につくった信州みそ
です。自慢の商品です。

ディナーデリバリーセット
M-1

M-2

M-3

M-4

M-5

M-6

O-7

O-8

O-9

O-10

O-11

G-12 G-13

G-14 G-15

G-16 G-17 G-18 G-19

彩り箱寿司

スタッキング可能な琺瑯蓋とゴ
ムパッキンによる密閉性。美しく
画期的な真白い琺瑯製品。
L750/M580/S400/SS230ml

琺瑯キャニスター
4size

写真は昨年のお節でございます。
一年の感謝の想いを込めましてお一つ
お一つ手作りでご用意致します。

日本料理旬花のお節

試作を重ね生まれた白磁
ジューサー。力を入れず絞
ることができ、ジャグは
ピッチャーとしても有能。
満水240ml、電子レンジ、
食洗機OK

ジューサー

（税別）1,227 yen

（税別）L 4,500yen （税別）M 4,000yen
（税別）S 3,800yen （税別）SS 3,500yen

お弁当人気No,1。当店で人気のグリルとデザー
トまで楽しめるバラエティーBOXです。

ENYA４種BOX

（税別）1,090 yen

（税別）3,182 yen

（税別）1,090 yen

（税別）13,660 yen （税別）17,200 yen

（税別）1,000 yen

（税別）1,000 yen

（税別）650 yen

（税別）200g/1,454 yen

（税別）300g/1,727 yen

【秋冬限定】
ビーフシチューライス

混ぜごはんの素
（しょうがご膳/山菜きのこちらし）

牛ステーキ弁当

じっくり煮込んだ牛すね肉の
ビーフシチュー。寒い日にオスス
メのお弁当です。

がっつり派メニューもございます。お子
様や男性に人気のワイルドステーキ。

囲炉裏で焼いたおやきをそのままパック
に詰めました。人気の野沢菜とあずきの
2種類6ヶの詰め合わせです。

焼おやき 2種類 6ヶセット

手作りみそ

ふっくらやわらかい3種類の蒸
しおやきを2個ずつ6ヶを詰め
合わせしました。野沢菜、しめじ
野菜、切り干し大根の人気上位
ランキングの3種類です。

蒸しおやき 3種類
 6ヶセット

（税別）3,100 yen

天然秋田杉のパン皿は杉香も相
まりトーストが抜群においしく。
パンの蒸気を適度に吸い、焼き
たての食感をそのままに。
w25×d19.5×h2cm　
※バターナイフ1本付

白木弁当箱は小さなお櫃。
w8.7×d26.5×h5cm/600ml　
※ごま竹箸22.5cm付

まげわパン皿・バターナイフ 白木弁当（長手箱・ごま竹箸付）

炊きあがったごはんにそのまま入
れて混ぜるだけで、田舎味のごち
そうに早変わり。無添加にもこだわ
りました。

自慢の地酒と酒のおつま
みに抜群のよいとこどり
のセットです。

日本酒との
野沢菜油いためセット

（税別）8,400 yen

波紋櫛目のすり鉢はこの一品のみ。希少な
国産山椒の擂り粉木も逸品。
w24.5×d23.5×h10.5cm

擂鉢・山椒擂り粉木

（税込）58,000 yen（税別）1,140 yen

（税別）2,500 yen

（税別）3,500 yen

（税別）1,500 yen

華やか2段弁当 豪華会席弁当
自家製ローストビーフ入り2段弁当となります。
・1段目：季節の副菜、天ぷら、ローストビーフ、煮物
・2段目：彩りご飯、鯛押し寿司

お祝いのお食事会、
お食い初めやご法事弁当に。
・1段目：季節の副菜、ローストビーフ、
　　　  お造り、胡麻豆腐
・2段目：彩りご飯、鯛押し寿司、煮物、天ぷら

鯛押し寿司
お祝いの席にもう一品いかがでしょうか？

鯖押し寿司
人気の鯖寿司です。w15×d15×h5cm

※用途により鯛寿司を
　他のご飯に変えられます。

w21.5×d21.5×h5cm　※用途により鯛寿司を他のご飯に変えられます。

白身魚（一尾物）の
アックアパッツァ

ビーフシチュー

（税別）3,500 yen

毎朝市場から仕入れる新鮮な魚
を使います。魚の旨みを充分に引
き出し、アサリ、オリーブ、ケッ
パー、ドライトマト、オリーブオイ
ルの風味がたまりません。

牛肉と野菜を赤ワインを
使ってじっくりと煮込みま
した。おいしさの秘密は
ソース。年末のテイクアウ
トで好評な商品です。

国産若鶏の
ローストチキン
ジューシーに仕上げるために肉厚の国産
の若鶏を選びました。そのおいしさはみん
なを無口にします。

（税別）1,200 yen

ケークサレと
キッシュロレーヌ
これだけで、充分にワインが
楽しめる商品です。手作りの
味をお楽しみください。

（税別）2,800 yen

（税別）2,800 yen

～（税別）480 yen

※写真はイメージです。掲載商品と実際お渡しする容器とは異なります。仕入れ状況などにより実際の商品と異なる場合があります。
※店舗の営業状態によりご注文を制限する場合があります。

①渡り蟹のトマトクリーム・ソース 580円
②きのこのアラビアータ・ソース480円
③小海老のクリーム・ソース540円

パスタ・ソース
当店で提供している
パスタのソースです。
ご家庭でカンパネッ
ラのパスタを楽しめ
ると思います。

（税別）1,200 yen

Y-21 Y-22

Y-23 Y-24

C-25

C-26

C-27

C-28

S-30

C-29

※旬花のおせちのみ税込価格

■限定10セット　■締切11月30日
お届けは12/31（木）のみとなります

会議やちょっとした会食会
などにもオススメ。
・季節の副菜、天ぷら、彩り
ご飯、煮物
w18.5×d18.5×h4.5cm

彩り1段弁当

（税別）1,500 yen

Y-20
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善光寺門前町、粋な食事とお買い物が楽しめる

ぱてぃお大門のテイクアウト

ぱてぃお大門

デリバリー

はじめました。

１．スタッフの手洗いの慣行　
　  出社時およびデリバリーからの帰還時に石鹸での手洗いを実施します。
２．アルコール消毒薬による除菌　
　  スタッフ全員にアルコール消毒薬を携帯し、お客様へ安全な状態でお届けをします。
３．マスクの着用　お届け時のマスク着用を義務づけます。
４．検温の実施　
　  体調の確認を行います。また、体温の検温をおこない、
　  発熱状態でないことを確認してサービスに従事します。

対策に万全を期し、多くのお客様により安心して、当社フードデリバリー
サービスをご利用頂ける様、スタッフ一同取り組んでまいります。
皆様のご理解ご支援の程、お願い申し上げます。

【キャンセルについて】　ご注文確定後のキャンセルは出来かねますので予めご了承ください。前日の12：00までにキャンセルのご連絡をいただいた場合はご注文金額の5％を頂戴いたします。
前日の12：00以降にご連絡いただいた場合はご注文金額の100％のキャンセル料を頂戴しており、ご返金は出来かねますので予めご了承ください。
【返品について】　ご注文いただいた商品と全く異なる商品が届くなどの問題があった場合には、到着後24時間以内にメールまたはお電話にて各店舗までお問合せください。（雑貨は3日以内）

ご注文方法

1. ぱてぃお大門デリバリー専用サイトにアクセス

■ 配達サービスのご利用のお客様は、専用サイトからのご注文に限ります。

■ 配達サービス

2. お決まりの料理や雑貨を選択・クレジット決済

3. 配達員が専用車でご自宅までお届けします

※専用宅配ボックスを使用しています。

※配達時間帯をご指定ください。その時間帯には必ずご在宅をお願いいたします。
※交通事情等によりお届け時間が多少前後する場合があります。

https://patio-daimon.shop/ja/
こちらより
ご注文ください▶
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ACCESS

ぱてぃお大門
026-238-1717
http://patio-daimon.com

〈お問い合わせ先〉

かんてんぱぱショップ 大門店 THE TREAT DRESSING 四季食彩 YAMABUKI カフェ＋まち案内 えんがわ 夏至

西洋料理店 もりたろう日本料理 旬花

小川の庄おやき村 大門店 ＭＯＮＺＥＮ ＴＥＲＲＡＣＥ ＥＮＹＡ

あったかめし屋 太郎 Oldies Bar マイライフ 森乃珈琲店 曇り時々晴れ 　　　　　   カンパネッラ

Gallery/Crafts/Arts/
Clothing/Interior

　　イタリアン・
フレンチリストランテ

1 2 5 6 7 8 9

14 1910 11 1618

■ TEL：026-238-1741 ■ 定休日：水曜日 ■ TEL：026-233-2181 ■ 定休日：不定休■ TEL：026-238-2435 ■ 定休日：火曜日 ■ TEL：026-232-4178 ■ 定休日：火・水曜日 ■ TEL：026-237-2367 
■ 定休日：火曜日、月2回水曜日

■ TEL：026-232-5786 
■ 定休日：水曜日（祝日の場合木曜休）

■ TEL：026-234-3451
 ■ 定休日：月曜日（祝日の場合火曜休）

■ TEL：026-233-7600 ■ 定休日：不定休 ■ TEL：026-237-3939 
■ 定休日：月曜日（祝日の場合火曜休）

■ TEL：026-266-0885 ■ 年中無休

■ TEL：026-235-6912 
■ 定休日：水曜日（日曜・祝日は昼のみ営業）

■ TEL：026-235-4388 
■ 定休日：月・火・水・日曜日（祝日休みの場合あり）

■ TEL：026-233-4560 
■ 定休日：水曜日・第3火曜日

無料配達！ 1品でも
配達OK！

半径2.5㎞の
範囲を配達！

スマホで楽 ！々
（クレジット決済のみ）

ご注文締切日
2日前（配達日の前々日17:00迄）

配達当日のお届け時間（下記時間より選択）

11：00～13：00

○ ○ ○
ー ○ ー

14：00～16：00 17：00～19：00

飲食（お弁当等）

雑　貨

新型コロナウイルス感染症対策として
デリバリースタッフへの感染症対策を徹底しております。 【表参道もんぜん駐車場】

各店ご利用のお客様に
20分無料券進呈中

21指定駐車場

20分100円
17：00～翌8：00 20分50円


