
・ご注文店舗・FAX番号をご確認の上送信ください。

・漁の状況により、入荷のない商品がある場合がございます。

※　貸出寿司桶のご利用方法（数に限りがございますのでご了承ください）
①お電話いただいた際に【貸出寿司桶】希望とお伝えください。
②貸出寿司桶はご利用から２週間以内に、ご利用店舗へご返却お願いします。
③貸出寿司桶は２人前以上が対象となります。
④貸出寿司桶の割引は、ご注文金額より、2～3人前50円・4人前以上100円の値引きとなります。

２、FAXをお送りください。
・ご記入された注文用紙は直接店舗にお持ちいただいても
ご注文頂けます。

FAXご注文の注意点

下記ご注文の流れと注意点をご確認の上ご注文ください。

ご注文の流れ ご注意点

1、用紙を印刷の上
ご注文をご記入ください。

・単品ご注文の場合、用紙に記載していないメニューもござ
います。ホームページのメニュー一覧から取扱商品をご確
認の上、各価格別の空欄に直接ご記入ください。

・お客様からのご連絡がない場合、ご希望のお時間に添えない
場合がございます。

・ご注文用紙にご記入していただいた電話番号に折り返し
致します。

上記注意点をご確認して頂き、ご了承の上ご注文いただきますようお願い致します。

4、ご注文内容を確認後、折り返し
受注完了のご連絡を致します。

※ご注文店舗からの受注完了の連絡があってご注文完
了となります。 ・他のご予約の状況により、ご希望のお時間に添えない場

合がございます。

・大晦日、元旦のご予約はFAXではお受けいたしておりません。

北々亭千歳店　FAX番号

📠 0123-26-0330

３、お電話にて、FAXを送った旨を
ご注文店舗に電話連絡ください。

・店舗にご連絡後、２０分以上折り返しがない場合、大変お
手数ですがご注文店舗にご連絡お願い致します。

北々亭千歳店　TEL番号

☎ 0123-22-0770

・握り、軍艦は一皿で２貫です。
※お名前・電話番号のご記入もお願いします。

・ご注文用紙の太枠の中だけご記入お願いします。



入 抜 入 抜 入 抜

皿 皿 皿 皿 皿 皿 皿 皿 皿 皿

税込み金額　　　　　　　円 代金　済 ・ 未　　 箸　　　膳 容器　　貸出・無料 台

備考）

受注日　　／　　　 受付者　　　　　　 最終確認者　　　　　　　 時 様

450円

本まぐろ上赤身

商品名 さび入 さび無

435円（税込470円）

特大赤えび

商品名 さび入 さび無

商品名

特選ざんぎ 190円

商品名 さび入 さび無

本まぐろ大とろ

540円（税込583円）

680円（税込735円）

190円

道産いももち（2個） 120円

価格 数量

山盛りポテト 280円

店舗記入欄（税抜）
サイドメニュー（税抜価格）

120円

セット計

生サーモン

サーモン 炙りチーズサーモン

大きなえびフライ(2本)

まぐろハラス

3,980円

22貫 3,000円

12貫

（1,836円）
宝永（ほうえい）1人前 1,700円

必ずご記入
ください。

　お名前（ひらがなﾌﾙﾈｰﾑ） 　電話番号 　お受け取り日時

                 　　　　　　　　  様 - - 月 日 分（　） 時

1,780円
（9,936円） （6,372円） （1,923円）

60貫 9,200円

大宝（たいほう）3人前　　　

わさび 巻物ｾｯﾄ・ｵｰﾄﾞﾌﾞﾙ 価格

36貫 5,520円

44貫 4,720円大宝（たいほう）4人前　　　 48貫 7,360円 万寿（まんじゅ）4人前　　　

お持ち帰り専用　ご注文用紙【FAX・電話予約】

（5,962円）

12貫

（5,379円） （3,240円）

大宝（たいほう）2人前　　　 24貫 3,680円 万寿（まんじゅ）2人前　　　

1,980円

たっぷり海鮮太巻

大宝（たいほう）1人前　　　 12貫 1,840円

22貫 2,360円
（3,975円）

（1,988円） （1,275円） （2,139円）
万寿（まんじゅ）1人前　　　 11貫 1,180円 ﾊﾟｰﾃｨｰｵｰﾄﾞﾌﾞﾙ

（2,549円） （1,005円）
930円

天平（てんぴょう）3人前 30貫

寿永（じゅえい）5人前 52貫 4,980円 飛翔（ひしょう）2人前

（4,299円）

文久（ぶんきゅう）3人前 2,800円 明徳（めいとく）1人前 10貫
26貫

巻物2本

1,400円宝徳（ほうとく）3人前 33貫 3,200円 福寿（ふくじゅ）1人前
（3,456円） （1,512円）

商品名 さび入 さび無 商品名 さび入 さび無 商品名 さび入 さび無

やりいか姿 まぐろ 大とろサーモン

道産いわし 道産活ほっき国産かつお 熟成銀聖サーモン

活〆はまち 厚切りうなぎかれい 道産真いか

活〆真鯛 かに好き三昧道産厚切りたまご 国産〆さば

活〆真鯛ゆず塩道東産さんま

えんがわ

炙り・軍艦・巻物 えんがわゆず塩

炙り大とろサーモンハンバーグ

中落サーモン

とびっこ

ねぎとろ軍艦

かにみそ

特大ぼたんえび（1尾）

本まぐろ中とろ

走りの三貫

江戸前特大あなご

道産納豆巻

炙り・軍艦・巻物
160円（税込173円）

炙りサーモン

商品名 さび入 さび無

商品名 さび入 さび無 炙りサーモン塩たれ

280円（税込303円）

商品名 さび入 さび無

炙り・軍艦・巻物

赤えび 炙りマヨサーモン

本ずわいがに

浜蒸したこ足 炙りさんま

道産ほたて甘えび ざんぎ巻

がりさば巻

大人の鉄火巻

赤貝

サーモン親子軍艦

炙り・軍艦・巻物

鉄火巻

ぴよたま

わさび

商品名 （　）内税込 （　）内税込 商品名 （　）内税込

大宝（たいほう）5人前　　　 万寿（まんじゅ）5人前　　　 55貫 5,900円

セットメニュー 貫数
価格 わさび

商品名 貫数
価格

たっぷり海鮮太巻セット

（7,949円） （5,098円） （1,404円）
五目太巻セット 1,300円

単品メニュー ※記載されていない商品は各価格別の空欄に商品名をご記入ください。握り・軍艦は一皿二貫です。

いなりセット
（3,824円） （486円）

万寿（まんじゅ）3人前　　　 33貫 3,540円

880円
（3,024円） （951円）

120円（税込130円） 190円（税込206円） 250円（税込270円） 340円（税込368円）

握り 握り 握り 商品名 さび入 さび無

いくら

すじこ(低塩仕立て) 近海生うに

軍艦ヤマト

160円 190円 250円 280円 340円 435円 540円 680円 枚数計


