
納品可能時間：11:00~21:00

最低注文金額：\1,223(税込)

本体価格 ¥898 本体価格 ¥898 本体価格 ¥880 本体価格 ¥880 本体価格 ¥898

税込価格 ¥988 税込価格 ¥988 税込価格 ¥968 税込価格 ¥968 税込価格 ¥988

本体価格 ¥935 本体価格 ¥907 本体価格 ¥907 本体価格 ¥1,009 本体価格 ¥898

税込価格 ¥1,029 税込価格 ¥998 税込価格 ¥998 税込価格 ¥1,110 税込価格 ¥988

本体価格 ¥898 本体価格 ¥1,000 本体価格 ¥954 本体価格 ¥907 本体価格 ¥954

税込価格 ¥988 税込価格 ¥1,100 税込価格 ¥1,049 税込価格 ¥998 税込価格 ¥1,049

＜京香＞

鶏と茄子のみぞれ和え弁当

梅タレから揚げ弁当

＜京香＞

特製から揚げ＆カキフライ弁当
京香特製から揚げ＆

にんにく胡麻から揚げ弁当

＜京香＞ ＜京香＞ ＜京香＞ ＜京香＞

京香特製から揚げ弁当 チキン竜田弁当塩山椒から揚げ弁当 チキン南蛮弁当

特製から揚げ＆

ササミチーズカツ弁当

＜京香＞

辛辛から揚げ弁当

＜京香＞ ＜京香＞ ＜京香＞

＜京香＞ ＜京香＞ ＜京香＞ ＜京香＞

＜京香＞

明太マヨから揚げ弁当 ねぎ塩から揚げ弁当 にんにく胡麻醤油から揚げ弁当 ハニーマスタードから揚げ弁当

特製から揚げ＆

鯖塩焼き弁当

京香



本体価格 ¥907 本体価格 ¥898 本体価格 ¥963 本体価格 ¥963 本体価格 ¥963

税込価格 ¥998 税込価格 ¥988 税込価格 ¥1,059 税込価格 ¥1,059 税込価格 ¥1,059

本体価格 ¥898 本体価格 ¥907 本体価格 ¥889 本体価格 ¥1,102 本体価格 ¥898

税込価格 ¥988 税込価格 ¥998 税込価格 ¥978 税込価格 ¥1,212 税込価格 ¥988

本体価格 ¥944 本体価格 ¥1,037 本体価格 ¥944 本体価格 ¥944 本体価格 ¥944

税込価格 ¥1,038 税込価格 ¥1,141 税込価格 ¥1,038 税込価格 ¥1,038 税込価格 ¥1,038

生姜醤油マヨから揚げ弁当 京香特製ムネから揚げ弁当

＜京香＞ ＜京香＞ ＜京香＞ ＜京香＞ ＜京香＞

洋風盛合せ弁当 中華盛合せ弁当 和風盛合せ弁当

＜京香＞

肉野菜炒め弁当 ササミチーズカツ弁当

鯖塩焼き&豚生姜焼き弁当 ロースかつ丼 ハンバーグ＆豚生姜焼き弁当

チンジャオロース弁当

＜京香＞

ハンバーグ&鯖塩焼き弁当

豚生姜焼き弁当

＜京香＞

＜京香＞

＜京香＞ ＜京香＞

特製豚スタミナ弁当

＜京香＞

＜京香＞ ＜京香＞ ＜京香＞

ハンバーグ＆

カニクリームコロッケ弁当



本体価格 ¥935 本体価格 ¥981 本体価格 ¥1,287 本体価格 ¥1,287 本体価格 ¥1,287

税込価格 ¥1,029 税込価格 ¥1,079 税込価格 ¥1,416 税込価格 ¥1,416 税込価格 ¥1,416

本体価格 ¥1,093 本体価格 ¥1,093 本体価格 ¥1,287 本体価格 ¥1,287 本体価格 ¥1,093

税込価格 ¥1,202 税込価格 ¥1,202 税込価格 ¥1,416 税込価格 ¥1,416 税込価格 ¥1,202

本体価格 ¥1,093 本体価格 ¥1,093 本体価格 ¥565 本体価格 本体価格

税込価格 ¥1,202 税込価格 ¥1,202 税込価格 ¥622 税込価格 税込価格

から揚げ&豚生姜焼き御膳

＜京香＞

和風長御膳

中華長御膳

ハンバーグ&白身魚フライ弁当

洋風長御膳 京香特製具だくさん豚汁

ハンバーグ＆カキフライ弁当 和風特選御膳

ハンバーグ&

カニクリームコロッケ御膳

＜京香＞

中華特選御膳

ロースとんかつ御膳 京香特製から揚げ御膳

＜京香＞

洋風特選御膳

＜京香＞＜京香＞ ＜京香＞ ＜京香＞

＜京香＞

＜京香＞

＜京香＞＜京香＞

＜京香＞

＜京香＞

＜京香＞ ＜京香＞



本体価格 ¥796 本体価格 ¥1,000 本体価格 ¥1,028 本体価格 ¥1,130 本体価格 ¥1,130

税込価格 ¥876 税込価格 ¥1,100 税込価格 ¥1,131 税込価格 ¥1,243 税込価格 ¥1,243

本体価格 ¥870 本体価格 ¥870 本体価格 ¥1,000 本体価格 ¥870 本体価格 ¥981

税込価格 ¥957 税込価格 ¥957 税込価格 ¥1,100 税込価格 ¥957 税込価格 ¥1,079

本体価格 ¥111 本体価格 ¥1,130 本体価格 ¥1,074 本体価格 ¥1,074

税込価格 ¥122 税込価格 ¥1,243 税込価格 ¥1,181 税込価格 ¥1,181

カニクリームコロッケカレー フィッシュフライカレー カキフライカレー チーズカレー

緑茶（190ml缶）

＜京香＞ ＜京香＞ ＜京香＞ ＜京香＞

特製カレーライス 特製から揚げカレー チキン南蛮カレー ロースカツカレー ササミチーズカツカレー

＜京香＞ ＜京香＞ ＜京香＞

茄子チーズカレー

＜京香＞

＜京香＞

＜京香＞ ＜京香＞

＜京香＞＜京香＞＜京香＞

¥10,000(税込)以上の注文で

お茶(190ml/缶)個数分

サービス


