
イメージ 商品名 金額 詳細

おでん全品 税別170円～

ヤンニョムチキン 税込2,150円（大）、税込1,080円（小）

ミニミニキンパ 税込540円

タッパル 税込1,100円

牛肉と野菜のチャプチェ 税込740円

揚げマンドゥ 税込490円

ナチュラルデリ弁当（※要予約） 税込1,210円（店頭引取1,180円）

玄三庵弁当（※要予約） 税込1,650円（店頭引取1,620円）

日替わりデリ弁当 税込880円（店頭引取850円）

健康鶏の甘辛丼 税込680円

野菜たっぷりビビン丼 税込600円

おにぎり（うめ干し､大葉みそ､塩こんぶ） 税込170円（各種）

オリジナル・ギョウザ（6個） 税込550円～

プレミアム・ギョウザ（6個） 税込550円～

ベジタブル・ギョウザ（6個） 税込550円～

ギョウザ・オールスターズ（18個） 税込1,540円

and more

カオマンガイ 税込790円（レギュラー）

ガパオライス 税込790円（レギュラー）

グリーンカレー　　　　　　　　  　　　 税込790円（レギュラー）

カオマンガイミックス 税込890円（レギュラー）

and more

旨味唐揚げとろろ丼 税別780円（並）～

チーズ旨味唐揚げとろろ丼 税別860円（並）～

島たこ焼き（ソース・6個） 税別480円

ネギのせたこ焼き（ソース・6個） 税別580円

and more

にくらうす弁当（アンガスサーロイン） 税別1,280円

にくらうす弁当（ハンバーグ） 税別780円

にくらうす弁当（唐揚げ）      税別680円

and more

フリットミックス弁当（スープ＋ドリンク付き） 税別750円

Box Lunch（オムライス） 税別750円

Box Lunch（ローストビーフ） 税別950円

Pizza（マルゲリータ）          税別700円

and more

フランクホットドッグセット 税別980円

カリーブルストドッグセット 税別1,060円

アボカド＆トマトサルサドッグ  税別1,080円

チーズカリーブルストドッグセット 税別1,200円

and more

メープルバタークリーム 税別750円

ストロベリー 税別850円

サーモンとアボカド 税別850円

メープルベーコンとフライドエッグ 税別850円

選べるランチBOX（ライス・パン・ヌードル） 税込880円（Sサイズ）

税込980円（Ｒサイズ）

税込1,280円（Ｌサイズ）

EXPRESSボウル 税別690円

おろしそボウル 税別730円

Wチーズボウル 税別880円

トマトバジルボウル             税別780円

and more

台湾肉味噌まぜそば（仕上げめし付き） 税込860円

ランチバック 税込800円

フルーツティポンチ（トロピカル/ベリー） 税別550円

フルーツティソーダ（トロピカル/ベリー） 税別550円

ゼリーインラムレーズンコーヒーフロート 税別550円

お弁当（おかず7種類） 税別1,000円

お弁当（おかず8種類） 税別1,500円

お弁当（おかず9種類） 税別2,000円

自家製トルティーヤのラップサンド 税込900円

バルバラ特製オーバーライス 税込900円

焼き芋（量り売り200ｇ～） 税込440円～
焼き芋サンデー 税込750円
おいもとアイス 税込750円

ねぎ焼 税込1,000円～

お好み焼 税込800円～

焼そば 税込690円～

and more

濃厚つけ麺 税込790円

三田流油そば 税込690円

唐揚げ丼 税込590円

三田盛り（全部のせ）つけ麺 税込1,090円

プレーンカレー 税込680円

環状線高架下 樹里咖喱 ★詳細はこちら 約5分 06-6376-1335

※テイクアウトはプレーンカ
レーのみ

環状線高架下 三田製麺所 ★詳細はこちら 約10分 06-6361-3800

※メニューは仕入状況に
より変更となる可能性がご
ざいます

環状線高架下 ねぎ焼やまもと ★詳細はこちら 約20分 06-6131-0118

※いか塩、帆立貝は対象
外

環状線高架下 蜜香屋BATATAS ★詳細はこちら 約5分～ 06-6110-5003

※料理写真はイメージであ
り、内容は若干変わる場合
がございます。
※+100円（税別）でライス
から炒飯に変更できます。

中崎町 ﾊﾞﾙﾊﾞﾗﾏｰｹｯﾄﾌﾟﾚｲｽ
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ

★詳細はこちら 約5分 06-4708-5767

※11:30～15:00の間

エッジビル4F 神戸元町別舘牡丹園 ★詳細はこちら 要予約 06-6376-6606

※お渡ししてから15分以
内にお召し上がりください。
※12:00～13:30を除く営
業時間内で提供可

フードホール ロッド ★詳細はこちら 約5分 06-6743-4977

フードホール らーめん雲雀 ★詳細はこちら 約10分 06-4256-8883

フードホール ヤキトリエクスプレス ★詳細はこちら 約5分 06-6136-6075

※ボウル（焼き鳥丼）はい
ずれもみそ汁付き

フードホール ミート＆スリーチョイス ハンズ ★詳細はこちら 約5分 06-6225-7884

※セットメニューは、ホット
ドッグ＋フレンチフライ＋お
好きなドリンク

フードホール フリッパーズ ★詳細はこちら 約10分 06-6743-4970

※電話予約は10：00～
21：00まで可。
※引取りは11：00～21：
30まで可。

フードホール フランク・ザ・バー ★詳細はこちら 約10分 06-6131-6433

フードホール PIZZA423 ★詳細はこちら 10分～ 06-6743-4140

※Box Lunchは15時まで

フードホール 肉屋のビストロ にくらうす ★詳細はこちら 約15分 06-6743-4733

※トムヤムヌードルはテイク
アウト不可

フードホール 黒十ヤ/島たこやきMIKE ★詳細はこちら 約10分 06-4256-6632

フードホール タイキッチン カオマンガイ ★詳細はこちら 約5分 06-6743-4770

※ナチュラルデリ弁当､玄
三庵弁当は前日15時まで
の予約が必要。

フードホール
シャンパン ＆ ギョウザ バー

スタンドシャン食
★詳細はこちら 約5分 06-6225-7880

フードホール 玄米＆やさいカフェ
玄三庵

★詳細はこちら 約10分 06-6136-6106

フードホール 韓国酒場 コッキオ ★詳細はこちら 約10分 06-6110-5955

フードホール おでん×スタンド三徳六味 ★詳細はこちら 約5分 06-6743-4501
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