
安芸郡坂町平成ヶ浜三丁目２番１１号
パルティ・フジ坂

① お名前・お電話番号・ご住所をお知らせください。
② 商品名・個数をご注文ください。
③ お引き取り日時をご指定ください。

082-886-3338

店舗にてお申し込みの際は、店内スタッフに年末
年始お待ち帰りご予約の旨をお知らせください。
商品お渡し予定日にお客様控えと引き替えに商
品をお渡しいたします。
写真の商品は内容が変更になる場合がございま
す。予めご了承ください。
必ずご予約申込書のお客様控えをお受け取りく
ださい。

●

●

●

●

回転寿司回転寿司回転寿司

ご記入いただいた個人情報は、商品の予約・引渡し及び関連するお問合せに使用させていただきます。

受付日 おせち

は　し

有 ・ 無

月　　　　　日　　　　（　　　　　受付）

お渡し日時

お名前

ご住所

商　品

様

ＴＥＬ（　　　　　　）　　　　　　－

税込合計金額

税別合計金額

  月　　　　　日　（ 　  　 ）　　　　　時　　　分頃

膳

個人前2,400円＋税 円松 にぎり 有・無

個人前1,800円＋税 円竹 にぎり 有・無

個人前1,200円＋税 円梅 にぎり 有・無

円

円

個5,000円＋税 円オードブル

－ 円にぎり+オードブルで1,000円割引セット割引

受付日 おせち

は　し

有 ・ 無

月　　　　　日　　　　（　　　　　受付）

お渡し日時

お名前

ご住所

商　品

様

ＴＥＬ（　　　　　　）　　　　　　－

税込合計金額

税別合計金額

  月　　　　　日　（ 　  　 ）　　　　　時　　　分頃

膳

個人前2,400円＋税 円松 にぎり 有・無

個人前1,800円＋税 円竹 にぎり 有・無

個人前1,200円＋税 円梅 にぎり 有・無

円

円

個5,000円＋税 円オードブル

－ 円にぎり+オードブルで1,000円割引セット割引

年末年始お持帰り申込み票（店控え）年末年始お持帰り申込み票（お客様控え）お問い合わせ・お申し込み

20.11.12

1人前（10貫） 1,200円
2人前（20貫） 2,400円
3人前（30貫） 3,600円
4人前（40貫） 4,800円
5人前（50貫） 6,000円

・まぐろ赤身 ・たい ・かんぱち
・サーモン ・えんがわ ・いか ・えび
・玉子 ・とびっこ ・ねぎとろ

（＋税）

（＋税）

（＋税）

（＋税）

（＋税）

梅 にぎり 梅 にぎり 梅 にぎり 

1人前（10貫）1人前（10貫） 1,800円1,800円
2人前（20貫）2人前（20貫） 3,600円3,600円
3人前（30貫）3人前（30貫） 5,400円5,400円
4人前（40貫）4人前（40貫） 7,200円7,200円
5人前（50貫）5人前（50貫） 9,000円9,000円

・まぐろ中とろ ・たい ・かんぱち ・数の子
・ほたて貝柱 ・サーモンとろ ・上煮穴子
・上えび ・ますいくら ・ねぎとろ

・まぐろ中とろ ・たい ・かんぱち ・数の子
・ほたて貝柱 ・サーモンとろ ・上煮穴子
・上えび ・ますいくら ・ねぎとろ

（＋税）（＋税）

（＋税）（＋税）

（＋税）（＋税）

（＋税）（＋税）

（＋税）（＋税）

竹 にぎり 竹 にぎり 竹 にぎり 

1人前（10貫）1人前（10貫） 2,400円2,400円
2人前（20貫）2人前（20貫） 4,800円4,800円
3人前（30貫）3人前（30貫） 7,200円7,200円
4人前（40貫）4人前（40貫） 9,600円9,600円
5人前（50貫）5人前（50貫） 12,000円12,000円

・まぐろ大とろ ・ひらめ ・のどぐろ
・国産うなぎ ・数の子・ずわいがに
・うに ・ますいくら ・おすすめ二種

・まぐろ大とろ ・ひらめ ・のどぐろ
・国産うなぎ ・数の子・ずわいがに
・うに ・ますいくら ・おすすめ二種

（＋税）（＋税）

（＋税）（＋税）

（＋税）（＋税）

（＋税）（＋税）

（＋税）（＋税）

松 にぎり 松 にぎり 松 にぎり 

迎春 オードブル迎春 オードブル迎春 オードブル
・焼物・揚物
・旬の料理
・その他

4人前
5,000円（＋税）

数量限定・要予約
前日までにご予約ください

年
末
年
始
の
お
持
ち
帰
り

年
末
年
始
の
お
持
ち
帰
り

年
末
年
始
の
お
持
ち
帰
り

12
月
30
日（
水
）〜
1
月
3
日（
日
）

12
月
30
日（
水
）〜
1
月
3
日（
日
）

販
売

期
間

年末年始期間中の持ち帰りは、このチラシに掲載している
3種類のセットメニューのみの販売とさせていただきます。
仕入れ等の状況により一部内容を変更する場合がござい
ますので予めご了承ください。

※

※

お寿司とセットで
1,000円割引
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