
お好みでイロイロ
選べて便利!! 八起の交換サービス

箱：縦155㎜×横110㎜×高さ27㎜

鮮鼓堂

　　　
〈切子〉（200g）

辛子明太子

通常価格1,000円を

850円（消費税別途）

〈別売も出来ます〉

ス
箱：縦155㎜×

鮮鼓堂

　　
〈切子〉（2

辛

通常価格1

850円

〈別売も出

無着色
A

箱：縦223㎜×横182㎜×高さ28㎜

（50g×10束）

島原手延
べそうめん

通常価格1,000円を

850円（消費税別途）

〈別売も出来ます〉
通

8

〈別

長崎県特産C
箱：縦223㎜

島原手
べそうめ
箱

島
べ

CC

箱：縦140㎜×横230㎜×高さ75㎜

木村のあられ

「肥後七彩」 〈6袋入〉

限定2,000個

B

5 仏事用会席膳
（引出物・詰合せボックス・釜飯付）

特 別
価 格

本体価格

8,500円を 1,300円お得
◎通常より（消費税別途）

BOX

交換可
引出物

交換可

交換可
引出物

交換可

交換可

円7,200

交 

換

詰合せボックス 会席膳2段折

BOX交換可
引出物

引出物のお茶（2本入り）

引出物のお茶（2本入り）・詰合せボックス・二段折を
　　　　のいずれかの商品と交換できます!A B C

会席膳についている

冷しゃぶ 牛鉄板焼き

人気
商品

◎この会席膳は仕出し専用です。

◎この会席膳は仕出し専用です。

◎この会席膳は仕出し専用です。

20仏事用会席膳
（詰合せボックス・釜飯付） 円

本体価格

6,000円を 1,000円お得
◎通常より（消費税別途）

BOX

特 別
価 格5,000

8
仏事用会席膳
（引出物・釜飯付）

本体価格6,000円を

円

特 別 価 格

5,000
1,000円お得
◎通常より（消費税別途）

人気

交換可

交 換 交 換

釜飯交換
-夏季限定-

夏場（5月～9月）は、
会席膳の釜飯を冷しゃぶ
又は、牛鉄板焼きのいずれかに
交換できます。

得
途）

BOX

,
1,000円お得
◎通常より（消費税別途）

可可
670円〈消費税別〉

◆1本入り《抹茶・小豆》
　箱：19×10×8cm

◆1本入り《アーモンド》
　箱：19×10×8cm

円〈消費税別〉670
◆2本入り
　《抹茶・小豆、アーモンド》
　箱：18.5×17.5×9cm

円〈消費税別〉1,240

1,500円〈消費税別〉

手づくりどら焼き
《10個入り》
（珈琲味5個・抹茶味5個）

《
4
種
》盛
り
合
わ
せ

◉
さ
ば 

◉
さ
け

◉
た
い 

◉
あ
な
ご

辛子明太子
 化粧箱入り（420g）
本体価格 2,000円〈消費税別〉

各種5個入り〈20個入り〉

3,000円〈消費税別〉
103 各種3個入り〈12個入り〉

1,800円〈消費税別〉
104本体価格

岳間茶八女茶

2本入り岳間茶
（85g入りカートン）
本体価格2,000円を

1,560円〈消費税別〉

YK-030

特別価格

2本入り八女茶
（90g入りカートン）
本体価格2,000円を

1,560円〈消費税別〉

YK-011

特別価格



特選弁当

八起のお弁当「美」「技」「鮮度」八起のこだわりをお弁当へ。
お弁当のみの配達は10,000円（税別）以上からお受けいたします。また、地域によっては配達できない地域もございます。地域もござい

無料送迎バスや飲み放題プランもございます。詳しくは、ホームページをご覧ください。

〒862-0914 熊本市東区山ノ内1丁目4-10
Tel.096-368-6860 

●営業時間／11：00～20：00
　　　　　　（ラスト18：00スタート）
●収容人員／72名様 ●館内部屋数／7部屋

〒860-0066 熊本市西区城山下代4丁目11-6
Tel.096-311-4778 

●営業時間／11：00～20：00
　　　　　　（ラスト18：00スタート）
●収容人員／65名様 ●館内部屋数／6部屋

や　　　　　　お　　き

熊本本店

慶 弔 懐 石 料 理

や　　　　　　お　　き

城 山 店

懐 石 料 理

完全予約 掘ごたつ完備全
室完全個室

※現金でのお支払いの場合のみ有効

住　所

T E L

氏　名

40,000円（消費税別）以上ご利用の場合にご利用できます。 期間/令和2年9月30日まで

様 印

キャッシュバックチケット

2,000¥
●一度につき一枚ご利用いただけます　●お支払時にのみ換金します。

〈キリトリ線〉

※署名・捺印は必ずお願いいたします。

※現金でのお支払いの場合のみ有効

住　所

T E L

氏　名

20,000円（消費税別）以上ご利用の場合にご利用できます。 期間/令和2年9月30日まで

様 印

キャッシュバックチケット

1,000¥
●一度につき一枚ご利用いただけます　●お支払時にのみ換金します。

〈キリトリ線〉

※署名・捺印は必ずお願いいたします。

『クーポン券』でもっとお得に!
右記の金券は会席料理・ギフト・鉢盛など当社商品をそれぞれの規定
以上の金額でお買い求めいただいたお客様のみご利用いただけます。

◎特典もイロイロ!ホームページも是非ご覧ください
◎検索サイトに「 八起 仕出し 」と入力してください。

切
り
と
っ
て
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

八起　仕出し 検索

https://www.yaoki-net.com

キャッシュバックキャンペーン開催

イロイロ使えて、お客様にも好評!
!

お問い合わせは
便利な

フリーダイヤルを
ご利用ください。

〈受付時間〉
17：30まで

『ク『『 ーポン券』でもっとお得
イロイロ使えて、お客様にも好評

「美」「技」「鮮度」八起のこだわりをお弁当へ。
お弁当のみの配達は10 000円（税別）以上からお受けいたします。また 地域によっては配達できない地お弁当のみの配達は10,000円（税別）以上からお受けいたします。また、地域によっては配達できない地

特選弁当

※お弁当に付いている茶碗蒸・お吸物が不要な方はお料理に還元します。

4,000円〈消費税別〉本体価格

八起御膳（松）31

和のテイストを取り入れたシンプルでモダンな空間と卓上を艶やかに彩る料理の数々。
伝統に新しいテイストを盛り込んだ新しいおもてなしのカタチがここにある。

幕の内会席パック（縦／31cm・横／44cm）
3,000 ◎茶碗蒸・お吸物付円〈消費税別〉

73
本体価格

幕の内会席パック
（縦／31cm・横／44cm）

4,000本体価格 円〈消費税別〉
◎茶碗蒸・お吸物付

72

幕の内 会席パック

◎「特撰弁当」には、全てお茶をサービスいたします。
※お弁当1つにつき1本となります。　※別途お買い上げの場合は110円（税別）

◎特選弁当は、10時30分から14時30分までのお食事に限ります。

お茶付

お茶付

2,500

懐石弁当〈雅〉90

円〈消費税別〉

熊本県城南町産 減農薬米使用（かに・いくら飯）
（縦／9.5cm・横／33cm、2段）

本体価格

懐石弁当〈冨貴〉
（縦／17.5cm・横／17.5cm、2段）熊本県城南町産 減農薬米使用ご飯120g入り・アワビ・銀鮭

【柿の葉寿司入り（1個）】【和牛ステーキ入り】106

2,500円〈消費税別〉本体価格

心に響く、おもてなし空間と味わい

※季節仕入れ等により、写真とは多少異なる場合もございます。 
※チラシ掲載以外でも、いろいろとお料理を取り揃えております。お気軽に下記までお電話ください。

付 心に響く、おもてなし空間と

います。います。

元します。

三 点
セット

10,000円〈消費税別〉

鉢盛
（5～6人前）（直径約52cm）
本体価格

6,500円〈消費税別〉

1人前 9種
10貫にぎり寿司
（5人盛）（中ねた）（直径約45cm）

本体価格

7,500円〈消費税別〉

1人前 9種10貫にぎり寿司
（5人盛）（中ねた）（直径約45cm）

本体価格

151

5,000円〈消費税別〉

八起盛り合わせ
（5人盛）（長ねた）（直径約45cm）

本体価格

148

8,000円〈消費税別〉

鉢盛
（5～6人前）（直径約52cm）
本体価格

8,500円〈消費税別〉

1人前 12種
13貫にぎり寿司
（5人盛）（中ねた）（直径約52cm）

本体価格

150

131

132

17,000円
〈消費税別〉

本体価格

ファミリー
セット（5人盛）

45
154
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