
各店舗により税別、税込が異なるのでご注意ください。

新発田市青少年宿泊施設「あかたにの家」

２　注文書　　　　　別紙（このエクセルシートにある別のシートです）

　　　　　　　　　　　　　　①「あかたにの家」にＦＡＸでお願いします。

食事の取次メニュー及び注文書

　　　　　　　　　　　　　　②その他　　お問い合わせ等は、「あかたにの家」にお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（各店舗に確認後連絡いたします）

３　その他　　　　　　　　　各店舗の注意書きをよく読んで注文してください。

※ここに掲載のお弁当等の取次ぎを承ります。

１　取り扱い店舗　　　計３店舗　「ボン・タケダ」　「北弁」　「蒲城」　



　
　

ハンバーグ弁当　税
込500円

豚ｶﾂ弁当
税込500円

焼魚弁当
税込500円

彩り弁当
税込500円

焼肉弁当
税込400円

鶏弁（塩こうじ焼き）
税込400円

税別600円 税別500円 税別600円 税別500円
から揚げ弁当 おむすびセット カレーライス（サラダ付） サラダうどん

税込300円

税別600円 税別600円 税別600円 税別600円
とんかつ弁当 海老フライ弁当 生姜焼弁当 親子丼弁当

　　蒲 城 （6品）

配 達 弁 当 な ど 一 覧 表　　

    ボ ン ・ タ ケ ダ　（4品）

     北　弁　（8品）

米粉パンセット
税込300円

菓子パンセット コッペパンセット アレルギー用セット
税込300円 税込300円



④その他 ※300円×50個以上の注文をお願いします。（それ以下の場合、配送料500円かかります）

②キャンセルについて 基本的に不可です　　　⇒
（例）１ヶ月前に注文したが、
　　　　　　　　１１日前の取消等は相談ください。

③朝・昼・夕の配達等について 朝：６時、昼：×、夕：４時 昼食については、８月中であれば可能です。

　　　雪印牛乳　　　　　　　90円　×　　　　個＝　　　　　　円

　Dole果汁（オレンジ・アップル・グレープ）
　　　　　　　　　　　　110円　×　　　　個＝　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　　円

※　注意事項　（下記を必ずお読みください）　各店舗により注意事項がことなります。

①ご注文期限について 10日前までにご注文を願います

（小倉あんぱん）
小麦粉、小倉あん（小豆、黒糖）、砂
糖、卵、ファットスプレッド（食用植物油
脂、食用精製加工油脂）、大豆たんぱ
く、牛乳、イースト、食塩、白ゴマ/乳化
剤・香料・酸化防止剤（VE）・着色料・
カロチン・ビタミンＣ（原材料の一部に
小麦、小豆、卵、乳、大豆、ゴマを含
む）
（クリームパン）
小麦粉、クリーム（しょ糖型液糖、水
飴、パーム油）、全卵、砂糖、ファット
スプレッド（食用植物油脂、食用精製
加工油脂）、大豆たんぱく、牛乳、イー
スト、食塩、澱粉/乳化剤・香料・保存
料（ソルビン酸、着色料（カロチン）、酸
化防止剤（VE）・ビタミンＣ（原材料の
一部に小麦、卵、乳、大豆を含む）

（ピーナツコッペパン）
小麦粉、食用油脂、ピーナツバター、
糖類（砂糖、ブドウ糖、粉末水飴）、全
卵ファットスプレッド（食用植物油脂、
食用精製加工油脂）、大豆たんぱく、
牛乳、イースト、食塩/乳化剤・香料・
酸化防止剤（VE）・着色料・カロチン・
イーストフード・ビタミンＣ（原材料の一
部に小麦、落花生、卵、大豆、乳を含
む）
（ミルククリームコッペパン）
小麦粉、全卵、糖類（水飴、砂糖、異
性化液糖）、ファットスプレッド（食用植
物油脂、食用精製加工油脂）、脱脂粉
乳、大豆たんぱく、牛乳、イースト、食
塩/乳化剤・香料・酸化防止剤（VE、カ
テキン）・着色料・カロチン・イースト
フード・ビタミンＣ（原材料の一部に小
麦、卵、大豆、乳を含む）

（米粉チョコロール）
米粉、水飴、砂糖、ココア、卵、ファット
スプレッド（食用植物油脂、食用精製
加工油脂）、乳蛋白、カカオマス、牛
乳、大豆たんぱく、小麦粉、加工澱
粉、食塩、イースト/ 増粘多糖類・ソル
ビトール・香料・ph調整剤・保存料（ソ
ルビン酸）・リン酸塩（Na）・イースト
フード・ビタミンＣ（原材料の一部に小
麦、卵、乳、大豆を含む）
（米粉プリンパン）
米粉、卵、砂糖、ファットスプレッド（食
用植物油脂、食用精製加工油脂）、大
豆たんぱく、小麦、バター、カラメル、
食塩、イースト/　増粘多糖類・乳化
剤・香料・グリシン・メタリン酸・Na・ph
調整剤・膨張剤・酸化防止剤（VE）/着
色料・カロチン・イーストフード・ビタミ
ンＣ（原材料の一部に小麦、卵、乳、
大豆を含む）

（いちごジャムパン）
小麦粉、糖類（水飴、砂糖）、果実（い
ちご、りんご）、食塩、イースト　/　着
色料（赤3、黄4）、ゲル化剤（多粘多糖
類）・酸味料・イーストフード・ビタミンＣ
（原材料の一部に小麦、りんごを含
む）
（ブルーベリージャムパン）
小麦粉、砂糖、ブルーベリ、水飴、レ
モン果汁、洋酒、食塩、イースト　/　ゲ
ル化剤（多粘多糖類）・酸味料・乳化
剤・香料・イーストフード・ビタミンＣ
（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

問い合わせ等 回　　答 備　　　　考

ＦＡＸ　：　０２５４－２８－２１２３（あかたにの家）
団体名　　 注文覧（上記からお選びください）

注文者　　 （例）　菓子パン　　　300円　×　100個＝30,000円

ご住所　　〒　　　　- 　　　　　　　　　　　　　　　300円　×　　　　個＝　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　　300円　×　　　　個＝　　　　　　円

電話番号　　　　　　　－　 　　　　－
　
 F　A　X　　　　　　　　－　　　　 　－

米粉チョコロール
米粉プリンパン

内容
（乳・卵不使用）
いちごジャムパン

ブルーベリージャムパン

原材料 原材料 原材料 原材料

内容
小倉あんぱん
クリームパン

内容
ピーナツコッペパン

ミルククリームコッペパ
ン

内容

米粉パンセット 品名 乳・卵アレルギー対応パンセット

金額 税込300円 金額 税込300円 金額 税込300円 金額
品名 菓子パンセット 品名 コッペパンセット 品名

税込300円

（　ボン・タケダ用　注文書　）

牛

乳

牛

乳



（　北　弁　用　注文書　）

生姜焼弁当 品名 親子丼弁当
金額 税別600円 金額 税別600円 金額 税別600円 金額
品名 とんかつ弁当 品名 海老フライ弁当 品名

税別600円

内容

とんかつ、生野菜、ポテト
サラダ、煮物、ごはん、漬
物、梅干 内容

海老フライ、ポテトコロッ
ケ、生野菜、煮物、ポテト
サラダ、つくだ煮、漬物、ご
はん」

内容

豚生姜焼、ポテトコロッケ、
焼きそば、ポテトサラダ、つ
くだ煮、漬物、ごはん 内容

親子丼、生野菜、ポテトサ
ラダ、ポテトコロッケ、和え
物、つくだ煮、漬物、ごは
ん、梅干

ご住所　　〒　　　　- 　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　×　　　　個＝　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　×　　　　個＝　　　　　　円

原材料 原材料 原材料 原材料
豚肉、パン粉、小麦粉、キャベツ、
トマト、卵、ソース、東揚、人参、こ
んにゃく、シイタケ、じゃが芋、マヨ
ネーズ、漬物、米、パセリ

海老、パン粉、小麦粉、じゃが芋、
人参、キャベツ、トマト、パセリ、卵、
東揚、人参、シイタケ、こんにゃく、
印元豆、マヨネーズ、ふき、漬物、ご
はん、梅干、ソース、ドレッシング

豚肉、玉ねぎ、生姜、醤油、味醂、
パン粉、小麦粉、じゃが芋、人参、
マヨネーズ、ふき、漬物（胡瓜・梅・
生姜）、蒸しめん、玉ねぎ、もや
し、人参、ごはん、ぱせり

鶏肉、玉ねぎ、竹の子、シイタケ、
卵、キャベツ、トマト、じゃが芋、人
参、マヨネーズ、パセリ、ごはん、
梅干、漬物、ソース

ＦＡＸ　：　０２５４－２８－２１２３（あかたにの家）
団体名　　

※　注意事項　（下記を必ずお読みください）　各店舗により注意事項がことなります。

問い合わせ等 回　　答 備　　　　考

①ご注文期限について 前日まで　⇒　 １週間くらい前までだと助かります

②キャンセルについて 可能です　　　⇒ 昼・夕飯とも当日9時までなら無料

品名 サラダうどん
金額 税別600円 金額 税別500円 金額 税別600円 金額

③朝・昼・夕の配達等について 朝：×　昼：11時半、夕：5時頃 朝食は不可です

※30個以上の注文をお願いします。また1つの弁当につき
10個単位での注文をお願いします。（それ以下の場合、配送料1000円かかります）

④その他

税別600円
から揚弁当 品名 おむすびセット 品名 カレーライスセット 品名

内容

サラダうどん

原材料 原材料 原材料 原材料

内容

鳥から揚、ナポリタンス
パゲッティ、生野菜、ド
レッシング、漬物、煮
物、ごはん

内容

おむすび、唐揚げ、パス
タ、卵焼き、一口昆布、
漬物、ウインナー、ミー
トボール

内容

カレーライスセット、
生野菜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　　円

電話番号　　　　　　　－　 　　　　－
　
 F　A　X　　　　　　　　－　　　　 　－

鶏肉、小麦粉、片栗粉、卵、グリン
ピース、人参、コーン、東揚、こん
にゃく、印元豆、キャベツ、トマト、
じゃが芋、マヨネーズ、ごはん、梅
干、パセリ

ごはん、海苔、梅干、鮭、昆布、
卵、鶏肉、かんぴょう、片栗粉、パ
スタ、ケチャップ、パセリ、豚肉、漬
物

豚肉、じゃが芋、人参、玉ねぎ、小
麦粉、カレールウ、ドレッシング、
キャベツ、トマト、卵

小麦粉（うどん）、卵、キャベツ、パ
セリ、トマト、胡瓜、わかめ、海老、
蓮根、醤油、味醂

注文覧（上記からお選びください）

注文者　　 （例）　から揚弁当　　　600円　×　50個＝30,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　×　　　　個＝　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　×　　　　個＝　　　　　　円



③朝・昼・夕の配達等について 朝：×、昼：11時半、夕：△ 朝食は不可です。夕食はご相談。

④その他（同一メニューで注文）→

■支払いは現金、振込可
・３０個以上の注文をお願いします。（それ以下は要相談）
・一ヶの商品10個以上でお願いします。
・配達料は別途￥2,000いただきます。
・アレルギーなどが気になる方は注文の際にご相談ください。

①ご注文期限について 5日前までにお願いします 確定数は2日前まで　ＯＫ

②キャンセルについて 2日前まで　ＯＫ

電話番号　　　　　　　－　 　　　　－
　
 F　A　X　　　　　　　　－　　　　 　－

　　　　　　　　　　　　　　　400円　×　　　　個＝　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　　円

※　注意事項　（下記を必ずお読みください）　各店舗により注意事項がことなります。

問い合わせ等 回　　答 備　　　　考

ご住所　　〒　　　　- 　　　　　　　　　　　　　　　500円　×　　　　個＝　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　　500円　×　　　　個＝　　　　　　円

原材料 原材料 原材料

ごはん、鮭、ゆかり、しその実、大根、きゅ
うり、レタス、卵、鶏肉、パン粉、玉葱、タ
ラ、カレイ（原材料の一部に、卵・小麦・乳
成分・大豆・ゴマ・鶏肉・豚肉を含む）煮
物・一品2種

豚肉、にんにく、醤油、白ゴマ、りんご、小
麦粉、ごはん、大根、しその葉

鶏肉、米こうじ、塩、酒、ごぼう、人参、白
ゴマ、みつば、大根、しその葉（一部に大
豆、鶏、ゴマを含む）

ＦＡＸ　：　０２５４－２８－２１２３（あかたにの家）
団体名　　 注文覧（上記からお選びください）

注文者　　 （例）　ハンバーグ弁当　　　500円　×　　30個＝15,000円

鶏の塩こうじづけ焼き
漬物，きんぴらごぼう，ごはん

金額 税込500円 金額 税込400円 金額 税込400円

内容

ごはん（さけ，ゆかり，青じそ）
卵焼き，肉団子，からあげ，白
身フライ，煮物，一品2種類
（内容は日により変わります）

内容

豚焼肉，漬物，ごはん

内容

品名 彩り弁当 品名 焼肉弁当 品名 鶏弁（塩こうじ焼き）

原材料 原材料 原材料
合挽肉（鶏・豚）、牛脂、玉葱、卵、パン粉、小
麦粉、トマト、りんご、じゃが芋、パプリカ、パセ
リ、ごはん、梅干し、黒ごま、大根、しその葉、
煮物・一品2種（原材料の一部に小麦・乳成
分・りんご・牛肉・鶏肉・豚肉・卵・大豆・ゴマを
含む）

豚肉、小麦粉、卵、パン粉、ソース、パセリ、レ
タス、ごはん、梅干し、黒ゴマ、大根、しその
葉、煮物・一品2種（原材料の一部に小麦・乳
成分・卵・豚肉・ゴマ・大豆を含む）

鮭、じゃが芋、人参、玉葱、コーン、グリンピー
ス、小麦粉、卵、パン粉、レタス、ごはん、梅干
し、黒ゴマ、大根、しその葉、煮物、一品2種
（原材料の一部に大豆・小麦・卵・乳成分・ゴ
マ・鮭を含む）

鮭，コロッケ，煮物，一品2種
類（内容は日によって異なりま
す）　　ごはん，漬物

金額 税込500円 金額 税込500円 金額 税込500円

内容

ハンバーグ（デミソース），ポテ
ト，煮物，一品2種類（内容は
日により変わります）ごはん、
漬物

内容

豚カツ，煮物，一品2種類
（内容は日により変わります）
ごはん，漬物

内容

（　蒲　城　用　注文書　）

品名 ハンバーグ弁当 品名 豚カツ弁当 品名 焼魚弁当


