
三色巻三色巻
1,600円1,600円

みやびみやび
特上にぎり特上にぎり

ご注文はこちらからご注文はこちらから

使い捨ての容器にてお持ちいたします。
表示価格はすべて税別です。
画像はイメージです。仕入れの関係で
内容が変わる場合がございます。
ご注文の際にご確認ください。

使い捨ての容器にてお持ちいたします。
表示価格はすべて税別です。
画像はイメージです。仕入れの関係で
内容が変わる場合がございます。
ご注文の際にご確認ください。

5,000円以上のお買上で
お茶を2本プレゼント！
5,000円以上のお買上で
お茶を2本プレゼント！

お～いお茶お～いお茶伊藤園伊藤園

3,000 円以上で配達します
※配達地域は高知市内※
3,000 円以上で配達します
※配達地域は高知市内※

088-823-3413088-823-3413

3 人前3人前 9,000円9,000円

5人前5人前 15,000円15,000円

むし寿しむし寿し
菊寿司　名物菊寿司　名物

（冷凍商品）（冷凍商品）

プレーンプレーン 830円830円

かに

うなぎ

かに

うなぎ

1,150円

1,150円

1,150円

1,150円

M113M113

H313H313

S111S111

S121S121

S131S131

M115M115

菊寿司宅配 
　受付時間　11時 30分 ~19時 30分
菊寿司宅配 
　受付時間　11時 30分 ~19時 30分

088-823-3413088-823-3413088-823-3413お電話にてご注文ください。金額の後ろにある商品番号
をお知らせください。作りたてをお届けする為、多少の
お時間をいただく場合がございます。
対象地域は高知市内とさせていただきます。

お電話にてご注文ください。金額の後ろにある商品番号
をお知らせください。作りたてをお届けする為、多少の
お時間をいただく場合がございます。
対象地域は高知市内とさせていただきます。

使い捨て容器にてご用意いたします。表示価格はすべて税別です。
画像はイメージです。仕入れの都合で食材が変わることがございます。
新型コロナウイルス外出自粛要請期間に対応した宅配です。この企画は予告なく終了することが
ございます。ご了承ください。

使い捨て容器にてご用意いたします。表示価格はすべて税別です。
画像はイメージです。仕入れの都合で食材が変わることがございます。
新型コロナウイルス外出自粛要請期間に対応した宅配です。この企画は予告なく終了することが
ございます。ご了承ください。

鮮魚の刺身四種盛合せ鮮魚の刺身四種盛合せ

まぐろ
白身魚
サーモン
タコ

まぐろ
白身魚
サーモン
タコ

高知県産高知県産

1人前　60ｇ1人前　60ｇ

各 1本入各 1本入

各 1本各 1本

K111K111980円980円

白身魚あら炊き白身魚あら炊き
K121K121980円980円

タコの唐揚げタコの唐揚げ
K141K141630円630円

酢の物三種盛合せ酢の物三種盛合せ
K151K151680円680円

ツナ野菜サラダツナ野菜サラダ
K161K161380円380円

菊寿司のだし巻き玉子菊寿司のだし巻き玉子
K171K171380円380円

数の子数の子
K181K181680円680円

子持ち昆布子持ち昆布
K191K191680円680円

いか肝わさび和えいか肝わさび和え
K201K201480円480円

たいわたたいわた
K211480円円

うなぎの蒲焼うなぎの蒲焼

K131K131980円980円

三色巻三色巻
H313H3131,600円1,600円

トロ鉄火巻トロ鉄火巻
H511H5111,600円1,600円

鉄火巻鉄火巻 H211H211

いか巻いか巻 H221H221

えび巻えび巻 H241H241

うなきゅう巻うなきゅう巻
H251H251

かに巻かに巻 H231H231

650円650円
ネギトロ巻ネギトロ巻

H521H5211,560円1,560円

いくら巻いくら巻
H531H531900円900円

うなぎ巻うなぎ巻
H541H541880円880円

2本入2本入鉄火巻鉄火巻
H212H2121,300円1,300円

2本入2本入
胡瓜巻胡瓜巻

H112H112960円960円

むし寿しむし寿し
菊寿司　名物菊寿司　名物

細巻細巻

プレーンプレーン 830円830円

かに

うなぎ

かに

うなぎ

1,150円

1,150円

1,150円

1,150円

S111S111

S121S121

S131S131

プレーンプレーン 830円830円 S111S111 かにかに 1,150円1,150円 S121S121 うなぎうなぎ 1,150円1,150円 S131S131

お店の味をご家庭に
お届けします！

ご自宅で
ちょっと飲む時の
　おつまみに
　　にいかがですか！

きゅうり巻きゅうり巻
H111H111

新香巻新香巻 H121H121

梅しそ巻梅しそ巻
H151H151

玉子巻玉子巻 H131H131

480円480円



新型コロナウイルス外出自粛要請期間に対応した宅配です。3,000 円以上のご注文で配達いたします。新型コロナウイルス外出自粛要請期間に対応した宅配です。3,000 円以上のご注文で配達いたします。 すべての商品を使い捨て容器にてご用意いたします。表示価格はすべて税別価格となっております。
画像はイメージです。仕入れの都合で食材が変わることがございます。この企画は予告なく終了することがございます。ご了承ください。

すべての商品を使い捨て容器にてご用意いたします。表示価格はすべて税別価格となっております。
画像はイメージです。仕入れの都合で食材が変わることがございます。この企画は予告なく終了することがございます。ご了承ください。

菊寿司 宅配 
　受付時間　11時 30分 ~19時 30分
菊寿司 宅配 
　受付時間　11時 30分 ~19時 30分

088-823-3413088-823-3413088-823-3413
接客業務　上原接客業務　上原

お電話にてご注文ください。金額の後ろにある商品番号
をお知らせください。作りたてをお届けする為、多少の
お時間をいただく場合がございます。
対象地域は高知市内とさせていただきます。

お電話にてご注文ください。金額の後ろにある商品番号
をお知らせください。作りたてをお届けする為、多少の
お時間をいただく場合がございます。
対象地域は高知市内とさせていただきます。

このチラシに掲載されている商品は、コロナ感染防止のためご自宅でお過ごしいただいている
お客様に、お店の味をお届けする菊寿司の取り組みです。感染予防のためできるだけ宅配で
ご利用いただきたいと思っておりますが、お店に取りに来てくださるお客様には、お足代と
して、購入商品の 5％を割引させていただきます。
（この期間中の「お好みにぎり」と「大阪寿し」の提供は休ませていただいております。ご了承ください。）

このチラシに掲載されている商品は、コロナ感染防止のためご自宅でお過ごしいただいている
お客様に、お店の味をお届けする菊寿司の取り組みです。感染予防のためできるだけ宅配で
ご利用いただきたいと思っておりますが、お店に取りに来てくださるお客様には、お足代と
して、購入商品の 5％を割引させていただきます。
（この期間中の「お好みにぎり」と「大阪寿し」の提供は休ませていただいております。ご了承ください。）

みやびみやび
3 人前 /27 貫3 人前 /27 貫 M113M113

M115M1155 人前 /45 貫5 人前 /45 貫

（写真は 5 人前）（写真は 5 人前）

（写真は 5 人前）（写真は 5 人前）

（写真は 3 ～ 4 人前）（写真は 3 ～ 4 人前）

大トロ・うに 入り大トロ・うに 入り

菊寿司のちらし寿しのシャリには、

四万十産の椎茸を煮詰めて、細かく

刻んだものを混ぜ込み、風味をつけて

おります。

海鮮丼は菊寿司オリジナルの

寿司シャリをそのまま使用しています。

（国産米使用）

菊寿司のちらし寿しのシャリには、

四万十産の椎茸を煮詰めて、細かく

刻んだものを混ぜ込み、風味をつけて

おります。

海鮮丼は菊寿司オリジナルの

寿司シャリをそのまま使用しています。

（国産米使用）

9,000 円9,000 円

15,000 円15,000 円

つどいつどい
3 人前 /27 貫3 人前 /27 貫 M123M123

M125M1255 人前 /45 貫5 人前 /45 貫

中トロ・いくら 入り中トロ・いくら 入り

にぎり鉄火にぎり鉄火

6,000 円6,000 円

M131M1312,760 円2,760 円 M141M1411,840 円1,840 円 M151M1511,500 円1,500 円

C101C1011,280 円1,280 円 C111C1111,480 円1,480 円 C121C1211,480 円1,480 円 C131C1311,580 円1,580 円

C141C1411,580 円1,580 円 C151C1512,000 円2,000 円

C161C161820 円820 円

B101B1011,380 円1,380 円 B111B1112,800 円2,800 円

B121B1211,600 円1,600 円 B131B1311,600 円1,600 円

M161M161一半折一半折 1,750 円1,750 円

M162M162二折二折 2,200 円2,200 円

10,000 円10,000 円

だんらんだんらん
3～ 4 人前3～ 4 人前 M173M173

M175M1755 ～ 6 人前5 ～ 6 人前

5,000 円5,000 円

8,000 円8,000 円

ばらちらしばらちらし

5,000 円以上のお買い上げでお茶を 2 本プレゼント！
ご来店でのお受け取りは 5％ 割引させていただきます。
5,000 円以上のお買い上げでお茶を 2 本プレゼント！
ご来店でのお受け取りは 5％ 割引させていただきます。

お子様ちらしお子様ちらし
3～ 4 人前3～ 4 人前 C173C1735,000 円5,000 円

お～いお茶お～いお茶
紙パック 250㎖紙パック 250㎖

伊藤園伊藤園

A111A111100 円100 円


