
出前メニュー
坪内坪内

化学調味料は使用しておりません

こんなときに

いかがですか？
普段の

お昼ごはんや

夕飯の出前に 

会議のお弁当や

お昼ごはんに

子供が小さくて
お店に食べに行けない…

孫
が

遊
び
に
来
た
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子供が試合で勝った時！ 

3,000円毎に1つ
お選びください

3,000円以上ご注文いただくと…
　　　　　　下記から１つお選びいただけます 

お母さんが
ごはんを

作れない時

玉子焼きハーフA みそ田楽(3本)B ウーロン茶2本500㎖C

これってどうなの？ Q&A

ご 注 文 方法

パーティセット ２～３人前

５０品目弁当

1,800円で選べる2種類

50品目の食材を一食でとれる

配 達エリア

配達専用フリーダイヤル

辻１～８丁目、白幡４～６丁目、根岸３～５丁目

0120-00-2727
TEL.048-866-2727

交番 ケンタッキー

至 大宮

至 東京

旧中山道

P3台

ご注文は1,200円以上から
お願いしております

埼玉県さいたま市南区辻2-26-2

六辻交差点裏より
旧中仙道わらび方面
200メートル

●営業時間

　平　日▶ ＡＭ11：3０～ＰＭ2：0０

　土日祝▶ ＡＭ11：0０～ＰＭ3：0０

　 ＰＭ5：0０～ＰＭ10：0０

●定休日
　毎週月曜日（祝日の場合火曜日）

●愛知家ホームページ
　http://www.aichiya.in/

Q

A

お店と同じように食べられますか？
おそばは、お店と同じニ八で打っておりますので、のびやすくなっ
ております。できれば店内でのご飲食をおすすめしております。
天丼は配達の間にふっくり、ふんわりふくらんで店内よりもおい
しく召し上がれます。配達には天丼をおすすめしています。

Q

A

時間がかかると言われたのですが？
お店の混雑状況や道路状況でお時間をいただく場合がござい
ますので、ご予約をおすすめしております。
尚、2時間前までにご注文いただいたお客様にはご希望のお
時間にお届けいたします。

Q

A

割り箸はいらないのですが？
割り箸がご不用の場合には、2膳で10円お引きしております。
（ミニの場合は2品で１膳分となります。）お子様用の短いおは
し（キャラクター付き男の子、女の子用ございます）もご用意
しております。お気軽にお申し出ください。

オードブルオードブル
手羽先、焼鳥、みそかつ
玉子焼き、舞茸のマリネ
えびのカクテルサラダ

手羽先、焼鳥、みそかつ
玉子焼き、舞茸のマリネ
えびのカクテルサラダ

天ぷら特盛セット天ぷら特盛セット えび天4本、
季節の野菜の天ぷら12点
えび天4本、
季節の野菜の天ぷら12点

前日まで要予約

埼玉県
経営革新事業

承認

税込1,000円

税込1,500円

税込2,000円
別添えフルーツまたはデザート付

9 :00～22:00ご予約電話受付

10 :00～22:00配 達 時 間
※季節により料理の内容が異なる場合がございます

ご注文
ご予約 ※ご予約は２日前までにお願いします

048-866-2727TEL. 

地養鶏のからあげと
ハンバーグ弁当

大和豚の角煮と
生姜焼弁当

和牛
ステーキ弁当

50全
品 目

52全
品 目

56全
品 目

高級感のあるパッケージで添えるお品書きなど、
接待などのおもてなしにも最適です

税 込



お弁当  全て1,000円

かつ煮弁当
ボリュームたっぷり
かつ丼のお弁当

えび天弁当
お弁当で人気 NO.1
サクサク天然えび入り

焼き鳥弁当
揚げ物が入っていない
ヘルシーなお弁当

みそかつ弁当
愛知家ならではの
名古屋の味

冷 たいそば

温 かいうどん・そば

●もり                        580円
●きしめんもり             620円
●とろろそば               720円
●冷やしたぬきそば       720円
●野菜の天せいろそば   930円
●天せいろ               1,300円

●たぬきうどん・そば     600円
●きつねうどん・そば   　640円
●カレー南ばん            820円
●山菜うどん・そば　　  820円
●けんちんうどん・そば   820円
●力うどん・そば　　　  820円
●鴨汁そば                 960円
●天ぷらそば               980円
●みそ煮込みうどん 　   930円
●鍋焼きうどん　　　 1,080円

●野菜天丼         930円
●地養鳥の親子丼 960円
●かつ丼             960円
●みそかつ丼    1,030円
●天丼             1,300円
●うな重　　    2,570円

鍋焼きうどん みそ煮込みうどんカレー南蛮

天ぷらそば

鴨汁そば

天せいろ

丼もの 名古屋めし

天ぷら

お子 様

自家製梅干し入り
磯じまんそば　800円
自家製梅干し入り
磯じまんそば　820円

お子様のための
食育セット 700円

天丼

●自家製お新香      520円
●地養鳥の玉子とじ 620円
●愛知家サラダ      620円
●舞茸のマリネ       620円

自家製お新香 地養鳥の玉子とじ 舞茸のマリネ

一 品・おつまみ

愛知家サラダ

●手羽先（1人前）2本 310円
●エビフライ   1本 630円

●みそ田楽（1人前）3本 310円
●みそかつ（1人前）1枚 310円

エビフライ みそかつ 手羽先

①まずはそのまま

愛知家サラダ

磯じまん 720円

ひつまぶし 1,540円

玉子 130円
かぼちゃ天 130円
ほうれん草  130円
とろろ  210円

なす天 130円
さつま芋天 130円
まいたけ天 130円
えび天 630円

トッピングに

どうぞ

自家製餅
（1個）200円

天然えびの天ぷら、地養鳥
の玉子焼き。化学調味料
は使っていません。
お子さま専用メニューです。

お酒のお供に、ちょっとしたサイドメニューにいかがですか？

３つの味で

お楽しみ下さい

②お好きな薬味で

③〆は出汁でえび入り
磯じまんそば　1,000円
えび入り
磯じまんそば　1,060円

※写真の器は店内使用のものです。※価格はすべて税込価格です。

●天然えびの天ぷら 620円
●野菜の天ぷら盛り合わせ（12点）  980円
●天ぷらの盛合せ（2～3人前） 1,480円 天ぷら盛合せ
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