
MENU BOOK

500円1利用 
2店舗以上ご利用の場合は500円×利用店舗数となります。

アサヒタクシー・グリーンタクシー

お弁当・デリバリー
受取り代行サービス

お弁当・デリバリー
受取り代行サービス

Vol.1

もっと手軽にあのお店の味を
お届けします

もっと手軽にあのお店の味を
お届けします



迅雷の看板メニュー！
ミンチの脂で外はカリッと中はフワッと焼き上げます。

780円府中焼き

広島風 肉玉そば

【OTHER MENU】

迅雷
霞町1-6-15
定休日：日

ミンチの脂で外はカリッと中はフワッと焼き上げる

府中焼きとお好み焼き用の特製細麺をパリッと焼き上げる広島風。

6月いっぱいは特別料金でさせていただきます。
その他のメニューは、お問合せください。ご注文について

鉄板で丁寧に焼き上げる《府中焼き》が自慢です！

和牛ホルモン炙り焼
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

780円・・・・・・・・・・・・・・・・

本場広島の味！お好み焼き用の
特製細麺をパリッと焼き上げた逸
品。

もっチーズ焼き

880円・・・・・・・・・・・・・・・・

980円

中にたっぷりのもちとチーズ、 刻
み大葉がのった迅雷オリジナル
四角いお好み焼き。

おすすめ
メニュー

SHOP INFO

食楽夢家 壱歩
東川口町5-16-19
定休日：水

とん平焼
680円

うねめもみじたまごのだし巻き
560円

当店自慢 鶏のもつ煮込み
500円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

配達代行料金は１利用500円となります。表示価格は税込表示となります。 １店舗以上ご利用の場合は500円×利用店舗数となります。

18:00 ～ 24:00
テイクアウトは
18:00～22:00

［営業時間］
お好み焼き・鉄板焼き

写真は一例です。前日までの要予約。
2,700円～3,780円杉香二段

灰白六ヶ仕切り

【OTHER MENU】

祝い事や法事から、お正月や節句などの季節行事、会議弁当まで、価格やご要望に沿って丁寧に

お作りするため、ひとつ一つがオリジナル。お好きな食材や苦手な食材、アレルギー、お子様向けも

対応しますので、ご遠慮なくお申し付けください。

季節によって内容が変わることがあります。ご注文は前日までにお願いしま
す。特別なご要望がある場合は3日前までにお願いします。
その他のメニューは、お問合せください。

ご注文について

価格や用途、ご要望に沿ってお作りします。

・・・・・・・・・・・・・・・・

※３日前予約
【寸法】W18.1×D27.3×H4.5
(cm)

楓弁当
1,080円・・・・・・・・・・

W16.5×D16.5×H4.0(cm)

おすすめ
メニュー

季節のお刺身 5種盛り

【OTHER MENU】

地元食材を中心に旬の料理を和食料理人ならではの丁寧な味付けと手作りでお届けします。

ご注文を受けてからお作り致しますので予め電話注文をおすすめします。
その他のメニューは、お問合せください。ご注文について

旬な魚や野菜などを使った料理を楽しめます。

990円・・・・・・・・・・・・・・・・

その日の旬直鮮魚を。

若鶏の唐揚げ

490円・・・・・・・・・・・・・・・・

当店自慢のタレに漬け込んだ人
気No.1メニュー。

おすすめ
メニュー

SHOP INFO

11:30～14:30
17:00～24:00

［営業時間］

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

壱歩のランチで大人気の壱歩膳（日替り）をお弁当にしました。
900円壱歩の日替り弁当

4,320円～5,400円

料亭惣菜　きはる
木之庄町1-4-18 
定休日：日午後
　　　（不定休）

SHOP INFO
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・黒椿 1,620円

椿弁当 2,160円～3,240円

9:00 ～ 19:00
［営業時間］

料亭惣菜

きはる

アサヒタクシー・グリーンタクシー

お弁当・デリバリー
受取り代行サービス

外出を控える高齢者や外出が出来ない方のために

居酒屋や飲食店などのお弁当やお惣菜を皆様に変わって

アサヒグループ乗務員が受取（立替）し、タクシーでお客様ご指定の

場所までお届けするサービスです。

加盟店募集中
配達したいけど、スタッフがいない、、、。

他社のサービスだと料金が高い、、、。などお悩みの方ぜひご利用ください！

084-954-7700●加盟店希望はこちらから



厳選されたモツがたくさん入ったもつ煮を
デミグラスソースでさらに煮込みました！数量限定につきお早めに！

780円もつデミライス
もつ鍋 佐藤
多治米町2-13-11
定休日：木
　　　 日は夜のみ営業

昼は「うま辛つけ蕎麦」夜は「もつ鍋」お店は福山市多治米町のひまわり多治米店正面のお店。

溶けるような口当たりの良いモツと、時間と手間をかけてつくられる「黄金スープ」。かつおや昆布、あ

ご出汁などをバランスよく配合し、蕎麦の風味、もつの旨みを引き立って◎

数量限定につき、当日無くなり次第終了となります。
その他のメニューは、お問合せください。ご注文について

国産もつと和風出汁でアッサリ仕上げている
「もつ鍋料理店」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

おすすめ
メニュー

SHOP INFO

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

豚玉そば

750円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

女子焼き

950円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スタンダードなお好み焼き。
迷ったらまずは、豚玉そばで！

エビ・もち・チーズ・ねぎなど女子の大好き
がイッパイつまった人気のメニュー。

お好み焼き屋さん
○知食堂
多治米町2丁目14-9
定休日：日

SHOP INFO 【OTHER MENU】

ポテトサラダ 400円
鳥の唐揚げ

11:30～14:30

600円
豚もやし 500円

砂ズリ入り、うどんかそば、ネギのせ。
大葉を入れたりチーズをのっけたりと、お楽しみがイッパイ！

900円尾道焼き

一般的なお好み焼きはもちろんのこと、女性が食べやすいようアレンジされたお好み焼きや男性も満足で

きるような食べ応え抜群のお好み焼きなど多彩なラインナップを愉しめます。お好み焼きのトッピングや一

品料理・ドリンクメニューも豊富で、一度行ったらやみつきになること間違いなし！

お持ち帰り電話予約は約30分前までにお願いします。
予約は、いつでもお受けいたします。
その他のメニューは、お問合せください。

ご注文について

お好み焼きから鉄板焼きまで楽しめます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

もつ鍋屋が本気で作ったカツサンド。
マスターこだわりの逸品！

500円カツサンド

おすすめ
メニュー

もつ鍋 佐藤 ［営業時間］

10:30～13:30
17:00～21:00

［営業時間］

瀬戸内の島育ちの店主が作りました。
一番人気のお弁当。

1,280円さっくる特製しまそだち弁当
てしおがわ
昭和町７‒１０
定休日：日

季節に寄り添う鍋料理・和食・創作料理を地場のものを使いながら提供しています。

数量限定につき、当日無くなり次第終了となります。
その他のメニューは、お問合せください。ご注文について

瀬戸内の島育ちの店主が腕を振るうお弁当を
提供しています。

・・・・・・・・・・・・・・・

おすすめ
メニュー

SHOP INFO
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

11:30～15:00
［営業時間］

色とりどり四季菜弁当

【OTHER MENU】

てしおがわの日替り弁当

1,500円・・・・・・・・・・

巻寿司含む三種のご飯ものと、
数々のおかずが詰め合わされた
豪華弁当。

肉手まり寿司

1,280円・・・・・・・・・・

720円

せとうちおみやげグランプリ準グ
ランプリ受賞の肉むすび弁当の
姉妹弁当。

てしおがわの日替り丼
720円

お子様からお年寄りの方まで愛される！
当店人気No.1

（6個）570円たこ焼ソース

ねぎのせたこ焼き

【OTHER MENU】

たこ焼き かくれんぼ
野上町1-5-2
定休日：火・その他有

当店ではご注文を頂いてから焼いております！

焼き立てアツアツのたこ焼きを、是非ご家庭でお召し上がり下さい！

その他のメニューは、お問合せください。
ご注文について

福の山百選に認定された名店

4種盛り（12個）各3個
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

650円・・・・・・・・・・・

シャキシャキ感が美味しい！
当店自慢のソースをかけてどうぞ！

ブラックペッパー&マヨネーズ

570円

1,500円
1,600円

マヨネーズ好きにはたまらない！
洋風のたこ焼き！

おすすめ
メニュー

SHOP INFO

配達代行料金は１利用500円となります。表示価格は税込表示となります。 １店舗以上ご利用の場合は500円×利用店舗数となります。

［営業時間］

（6個）

・・・・・・・・・・・（6個）

（16個）各4個
●Aセット：ソース・ブラックペッパー&マヨネーズ・
　　　　 ネギ塩ダレ・ネギポン酢
●Bセット：ソース・ゆずソース・ネギピリ辛ソース・ネギしょうゆ

11:00～19:00
（金は20:00まで）



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

名古屋コーチンを思う存分堪能できる『コーチン串盛り』
2,050円名古屋コーチン 串盛り

焼きとり 10本盛合せ

【OTHER MENU】

炭火焼の店 鳥翔
東深津町4-19-6
定休日：月
※祝・祭日の場合はお休み

名古屋コーチンも扱っているお店で、名古屋コーチンの焼き鳥はとてもボリューム満点でリーズナブ

ルに食べれるのでオススメです。焼き鳥だけではなく、その他のメニューもどれを食べても美味しくて、

白味噌で煮込んだ …

その他のメニューは、お問合せください。
ご注文について

名古屋コーチンが食べれるお店

焼きとり 5 本盛合せ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1,780円・・・・・・・・・・・

人気の焼きとりを盛り合わせ！
迷ったらコレ！

イタリアンオードブルミニ

2,678円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

魚介のトマトソース（スパゲッティ）

1,274円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

手羽先ごま揚げ

500円・・・・・・・・・・・・・・・・

910円

カリッとごま風味。かぶりつくのが
美味しい食べ方！

色とりどりの美味しいイタリアンの前菜を
オードブルに致しました。人数に応じてサ
イズも３種類ご用意致しております。

当店のパスタシリーズはフライパン１つで
簡単にご自宅でレストランの味をお楽しみ
頂けます。

おすすめ
メニュー

SHOP INFO

モンドヴィーノソシアルクラブ
南手城町2-14-23
定休日：月

SHOP INFO

コーチン鳥唐揚げ
860円

はなびで人気の、はなび弁当！
1,650円はなび弁当

季節や はなび
御門町３‐１０‐２２
定休日：なし

はなびの本格料理を自宅で召し上がれ♪はなびで人気の、はなび弁当がテイクアウトできるようにな

りました。当日お電話でも対応できますのでお気軽にご連絡ください。

はなびの本格料理を自宅で召し上がれ♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ SHOP INFO【OTHER MENU】
エビとジャガイモのジェノバーゼ
（スパゲッティ） 1,350円
ナスと牛肉のミートソース
（ペンネ） 1,426円

熟成により旨みがギュッと凝縮した希少部位のミスジを当店オリジナル
のステーキソースでお召し上がりください。

1,296円熟成アンガス牛ミスジのステーキ弁当

当店では炭火グリルを使い、イタリア・日本の厳選した食材を用いて、トスカーナの町中にあるレストランを思

わせるお料理をご提供させていただきます。ご家族や友人達が食卓を囲み、美味しいワインや料理を楽しん

でいただけたらと思います。

オードブルは要予約（当日可）。ご注文の個数が多い場合は、お待た
せする場合がございますので、事前のご予約をお勧め致します。
その他のメニューは、お問合せください。

ご注文について

ご家庭で本格イタリアンをお楽しみください。

おすすめ
メニュー 11:00～19:00

配達代行料金は１利用500円となります。表示価格は税込表示となります。 １店舗以上ご利用の場合は500円×利用店舗数となります。

［営業時間］11:30～13:00
17:00～19:00

［営業時間］

17:00 ～ 24:00
テイクアウト

17:00 ～ 23:00

［営業時間］

オードブル（3人前）

【OTHER MENU】

ご注文頂いてからお作りしますのでお時間をいただきます。
その他一品メニュー多数取り揃えております。詳しくはホームページをご覧
ください。その他のメニューは、お問合せください。

ご注文について

宮崎牛特性ソースのステーキ丼
（味噌汁付）

3,300円・・・・・・・・・・・

ボリューム満点のオードブル。
家族や仲間との集いを彩ります。

海鮮丼（味噌汁付き）

1,320円・・・・・・・・・・・

1,815円

旬の海鮮がたっぷりのった人気
のメニュー。

おすすめ
メニュー

本日のお造り盛り合わせ7種盛り
1,650円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

うどん弁当セット

900円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

天丼セット

1,000円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

うどんは、冷と温が選べます。ぶっかけは
そのまま出汁をかけて、汁うどんは麺と
出汁を温めて！平日営業限定。

天丼とうどんの満足なセット。

饂飩屋 康平衛
王子町２丁目１５－１
定休日：水、月と火の夜

SHOP INFO

天プラうどん 700円

【OTHER MENU】

お弁当 550円
肉うどん（汁） 860円

康平衛の手打ちうどんの味が光る、一番人気の梅おろしうどんを
お持ち帰りで楽しめます。冷のみ。

700円梅おろし

ミシュランガイド広島掲載店。広島県福山市のおいしい手打ちうどん専門店です。国産小麦を使った

手打ち、包丁切りのうどんを毎日、打ちたてで提供しています！ 当店のうどんは「硬いコシ」ではなく、

「もっちりとしたコシ」が特徴です！

手打ちうどんですので、うどんが無くなり次第終了となります。
その他のメニューは、お問合せください。ご注文について

うどん専門店のもっちりたんわり食感を味わいたい方へ

うどんや　 こうべぇ おすすめ
メニュー

11:30 ～ 15:00

18:00 ～ 20:00

［営業時間］饂飩専門店

（L.O14:30）

（L.O19:50）



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

人気のもものからあげがたっぷり入ったおすすめのお弁当です。
594円もも唐揚げ弁当

塩もも弁当

九州の養鶏場から毎朝届くオーナーこだわりの厳選した鶏肉使用。

毎日食べても飽きのこない唐揚げを作りました。全て手作りにこだわり、追求し続けています。

夕方16:00～はやきとりのお持ち帰りもあります。

その他のメニューは、お問合せください。
ご注文について

国産鶏 100%使用

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

594円・・・・・・・・・・・・・・・・

あっさり塩もも唐揚げで、いくらで
も食べれます！

ミックスピザ

1,000円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ナポリタン

750円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

野菜炒め弁当

583円・・・・・・・・・・・・・・・・

お野菜たっぷり！唐揚げもついて
います！

注文を聞いてから作り出すので、焼き立て
の美味しいピザを頬張れます。とろーり
チーズが更に食欲をかき立てます。

喫茶店の定番メニューですが質も量も大
満足。食べ出すと口の回りが汚れるぐらい
夢中になります。

おすすめ
メニュー

喫茶 シャルコ
水呑町247
定休日：木

SHOP INFO
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【OTHER MENU】

焼きそば 650円
・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・

・・・・

エビフライ定食 1,200円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・オムライス 850円

長く愛され続けた当店No.1の看板メニュー。秘伝のタレが口いっぱいに
広がり幸せな気持ちになります。

850円カツ丼

地元の方にはお馴染みのお店。水呑町のシャルコ。

昔ながらの喫茶メニューのナポリタンや、和食や中華など、みんなの食べたいが揃った人気店です。

ご注文を受けてからお作り致しますので、予め電話注文をおすすめし
ます。※ピザについては、30分以上お時間を頂きます。その他メ
ニューについてはお問い合わせ下さい。

ご注文について

皆様に愛されて 47年。三分坂でお待ちしております。

おすすめ
メニュー

配達代行料金は１利用500円となります。表示価格は税込表示となります。 １店舗以上ご利用の場合は500円×利用店舗数となります。

8:00～20:00
［営業時間］

広島お好み焼は、焼き上がりまで少々お時間がかかります。ご了承くださ
い。その他のメニューは、お問合せください。ご注文について

おすすめ
メニュー

・・・・・・・・

その他のメニューは、お問合せください。
ご注文について

おすすめ
メニュー

プレミアムチーズバーガー

780円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,280円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

クレイジーホットドッグ

チェダーチーズで仕上げたマイルドでやみつき
になるシンプルなバーガー！

自家製バンズに極太ソーセージを挟み、
WILDかつCRAZYに仕上げた前代未聞
の「創作HOT DOG」。

HOT BLUES CAFE
BOOGIE BUNS
CHUNK
曙町2-5-30　

SHOP INFO 【OTHER MENU】

トランプハンド　バーガー 1,080円
1,080円

メキシカン　チップス 580円
ワイキキ　バーガー

ガーリックたっぷりのトマトソースで
ワイルドにジューシーに焼き上げてみました

1,180円HBCオリジナルハンバーガー

福山市にいながらにして本場のアメリカよりもアメリカンなカウボーイレストラン, ダイナミックなハンバー

ガーからステーキ、ホットドッグなど胃袋を確実に満足させます。

アメリカンなカウボーイレストランの
ダイナミックなハンバーガーをご自宅で！

［営業時間］
11:00～22:00

こだわりの素材を使用したはっせいの看板メニュー!
ベースの肉玉そばにもち・イカ天・チーズ入り。
 

1,188円はっせい焼（もち・イカ天・チーズ入り）
はっせい伏見店。
伏見町1-15
定休日：日

麺は生麺を使用。その場で茹であげます。

もちろん、ソースもオリジナルブレンドソースを使用しており、当店自慢のお好み焼きです。

もっちり生麺のお好み焼き

SHOP INFO

17:00 ～ 20:00
ご注文は随時受付中

［テイクアウト営業時間］

ふわとろとんぺい焼き

【OTHER MENU】

広島風お好み焼 肉玉そば

734円・・・・・・・・・・・・・・

采女ファームの卵と豚バラ・はっ
せいオリジナルソースのハーモ
ニー。

はっせい焼きそば

1,166円・・・・・・・・・・・

880円

こだわりの磯野製麺所の生麺を
使った野菜たっぷりの焼きそばで
す。

イカ天焼きそば 968円
フレッシュトマトのピザ 704円

CHUNK

ばんぶ
西新涯町2-18-1
定休日：月

SHOP INFO【OTHER MENU】

ハンバーグ弁当 ６２６円
からあげ南蛮弁当 540円

11:00 ～ 20:00
焼きとりは

16:00～20:00

［営業時間］

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1,700円宅飲みセット

ステーキピラフ

【OTHER MENU】

弁当・宅飲みセット、オードブル盛り合せは前日までにご予約ください。
ご注文について

ごぼうサラダ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1,500円・・・・・・・・・・・

クアトロフォルマージ

1,550円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ロングバケット

330円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

出し巻き卵

800円・・・・・・・・・・・・・・・・

600円

4種のチーズがとろ～り人気のチーズピ
ザ！ハチミツをかけてお召し上がりください！

バターが良く染みパンの味が良く出てる
酪農バターをはじめ色んなバケットをご用
意しています。

おすすめ
メニュー

モッチモパスタ.
福山緑町店
緑町2-1-7
定休日：なし

SHOP INFO

ハーブサラダ
ローストビーフ添え 1,200円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【OTHER MENU】

生クリームたっぷりのカルボナーラ1,290円

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

ナスとベーコンのトマトソース 1,190円
ソーセージポテト 650円
シーザーサラダ 750円

厳選モッツアレラチーズとフレッシュトマトをたっぷり使ったピザです。
1,290円マルゲリータ

モッチモ・パスタオリジナルの生パスタは、デュラム小麦をセモリナ（粗挽き）したもののみを使用し、 独特の

食感がでるようオリジナルにブレンドしています

！使い方は色 !々家族はもちろんのことホームパーティや手土産にも喜ばれます。

その他メニューはお問い合わせください。
ご注文について

モッチモパスタの味をご家庭、職場でお楽しみ頂けます！

おすすめ
メニュー

配達代行料金は１利用500円となります。表示価格は税込表示となります。 １店舗以上ご利用の場合は500円×利用店舗数となります。

11:00～15:00
17:00～21:00

［営業時間］

まごころ料理　ふな家
船町6-4
定休日：不定休

全国から取り寄せた旬の食材と地元ならではの食材で四季折々の和食を提供。まごころ込めた和洋

のお料理を詰め込んだお弁当をご堪能ください。お弁当は前日までの要予約。1,500円以上のオー

ダーをお願いします。

料理人の味を食卓へ。

SHOP INFO

中華ダイニング
青冥
船町4-1
インペリアル会館 1F定休日：月

SHOP INFO

本格中華料理を楽しめる福山の老舗、「青冥」。店内だけでなく、デリバリーやテイクアウトで、その味を楽

しむことができます。お一人様、ご家族で、絶品中華弁当をご堪能ください。

ご自宅で本格中華を。

12:00～20:00
［営業時間］

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・

1,700円宅飲みセット

特製フカヒレの姿煮

【OTHER MENU】

弁当・宅飲みセット、オードブル盛り合せは前日までにご予約ください。
ご注文について

スペアリブのクリスピー和え
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4,000円・・・・・・・・・・・

4,000円・・・・・・・・・・・

アワビの
オイスターソース

1,200円

おすすめ
メニュー

和豚の特製
ニンニクソース 700円

12:00～20:00
［営業時間］

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,000円スペインランチBOX

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 750円ガリシア豚のローストポーク丼

モッチモ・パスタオリジナルの生パスタは、デュラム小麦をセモリナ（粗挽き）したもののみを使用し、 独特の

食感がでるようオリジナルにブレンドしています

別途容器代を頂戴いたします。
その他のメニューは、お問合せください。ご注文について

スペイン料理をご家庭で！

おすすめ
メニュー

スペイン バル アストリア
元町12-2
定休日：月

SHOP INFO

11:00 ～ 19:00
［テイクアウト営業時間］



ご指定の場所までお届け。
到着しましたら、お電話にて到着連絡致します。

▲

▲

料金のお支払い、商品の引き渡し

▲

●ご利用・お問い合わせ
アサヒタクシー株式会社

ご利用方法

〒721-0955 福山市新涯町2丁目20-11

代行料金

エリア

1利用 500円

福山市全域

受付時間 8:00～17:00

●弊社提携店舗でご利用頂けます。
●ご注文可能料金は店舗により異なります。
●代行料金のお支払いは、現金またはキャッシュレス決済。
●お弁当のお支払いは現金のみとなります。
●ご在宅の方のみご利用可能です。
　当日ご不在の方はご利用になれません。
●タクシー料金は不要となります。

※一部エリアを除く

弊社提携店舗に商品を取りに行きます。

まずは弊社にお電話いただき、希望の商品や
お届け先・時間など必要事項をお伝えください。

※お客様のお住いの玄関先でのお引渡しとなります。

アサヒグループ飲食店救援事業

配達時間は18:00までとなります。
18:00以降の配達はタクシー料金に準ずる、

アサヒタクシー・グリーンタクシー

お弁当・デリバリー
受取り代行サービス
お弁当・デリバリー
受取り代行サービス

外出を控える高齢者や外出が出来ない方のために
居酒屋や飲食店などのお弁当やお惣菜を皆様に変わって
アサヒグループ乗務員が受取（立替）し、お客様ご指定の場所まで
お届けいたします。

084-931-0123

＊お買物代行サービスとは異なります。
＊2店舗以上ご利用の場合は500円×利用店舗数となります。


