
こんなに便利 仕出し料理こんなに便利 仕出し料理

還暦　 古希・喜寿　 卒寿・白寿・百寿　傘寿・米寿
直径約30㎝

● 無料サービス 　グラス・取り皿
● 有料サービス 　アクリル板・座布団・座卓・テーブルクロス・座椅子

　　配膳人（設置から片付けまでいたします）

魚伊三のお得な割引や新商品のご案内、
イベントなどを配信いたします！

魚伊三のお祝い料理専門ホームページ

長寿祝い長寿祝い 記念日に感謝の気持ちを込めて記念日に感謝の気持ちを込めて

ご誕生から100日目のお祝いご誕生から100日目のお祝いお食い初めお食い初め

一升餅一升餅 １歳の誕生日に行う儀式１歳の誕生日に行う儀式

1,100円ちゃんちゃんこ貸し出し

7,020円お食い初めセット
（お食い初め膳＋大鯛焼き）

3,240円お食い初め膳
3,780円大鯛焼き 寸法：約30㎝
2,160円小鯛焼き 寸法：約18㎝
2,200円貸衣装(男女ご用意しております)

寿杯貸し出し 無料

温かい温かい
ご飯、吸物、天つゆ、茶碗蒸しは温かいままお届けご飯、吸物、天つゆ、茶碗蒸しは温かいままお届け

手間無し手間無し
料理は和漆器に盛付けた状態でお届け　
使用した容器は後日回収、洗い物不要、ゴミもほとんど出ない
料理は和漆器に盛付けた状態でお届け　
使用した容器は後日回収、洗い物不要、ゴミもほとんど出ない

専門店とコラボした
オリジナルプラン
専門店とコラボした
オリジナルプラン
一流専門店の花とケーキを一緒にお届け一流専門店の花とケーキを一緒にお届け

練馬/杉並/中野/西東京/武蔵野/三鷹
東久留米/小平/小金井/清瀬/東村山

※金額に満たない場合はエリアに応じて配達料1,100円、又は2,200円かかります。
※その他の地域への配送についてはお問合せください。
※お届け先毎の合計金額となります。

合計金額
税込10,800円から無料配達

合計金額
税込21,600円から無料配達

武蔵関駅
西武新宿線

JA

至田無 青梅街道 至吉祥寺↓ 至荻窪

東京信用金庫石神井西小○文

三井住友銀行三井住友銀行

魚伊三魚伊三

魚伊三魚伊三
魚伊三
店頭販売場
魚伊三
店頭販売場

魚伊三
専用駐車場
魚伊三
専用駐車場

至新宿至石神井台↑

※写真（右）は男の子用の御膳です。女の子用は御膳と器の色が黒塗りになります。
※写真（左）は大鯛焼きです。　※衣装はすべて一点ものですので写真（上）と異なることがあります。

※7日前までにご注文お願いいたします。 名前印字はしておりません。

● 記載の商品はすべて税込金額です。
● 1月1日・2日を除き年中無休です（電話受付は8：30～18：00）。
● キャンセルは２日前までにお願いいたします(キャンセル料が発生する場合がございます)。
● 季節により料理の内容が変わる事もございます。
● 花とケーキのご注文は料理（オプション・衣装含む）のご注文10,8００円以上より承ります。
● 花とケーキは12/26～1/6の間はご利用いただけません。

お食い初め手順書付

一升分（約1.8㎏）の豪勢な丸餅です。「一升」には「一生」の
意味が掛けられており、一生食べ物に困らないように、
一生健康であるようにといった願いが込められています。
背負う時に必要な風呂敷や背負い方の説明書などをお付けして
お届けいたします。

出産祝い出産祝い
赤ちゃんのお披露目に
頑張って産んでくれたママに

節句節句
生後初めて迎える初節句
毎年の桃の節句、端午の節句にも

七五三・成人式七五三・成人式
お子様の健やかな
ご成長をお祝いして

新居祝い　地鎮祭　新築祝い　上棟式新居祝い　地鎮祭　新築祝い　上棟式

魚伊三オリジナルサービス 魚伊三オリジナルサービス 

魚伊三のこだわり魚伊三のこだわり

新生活のお披露目やお世話になった方へのお礼に

ご結婚
ご結納
ご結婚
ご結納
ご縁が結ばれる慶びのお席に

会社情報

“味”と“色彩”にこだわって厳選、特に鮪は豊洲市場最上位の品を使用

配達エリアMAP

ご利用にあたって

お支払い方法

TEL：03-3920-1260
ご注文・お問い合わせは

Webからもご注文頂けます

お祝い料理.com

魚伊三.com

LINEでお得な情報

魚伊三 株式会社

※料理のご利用方法により税率が異なります。また、消費税の計算上、合計金額が変わることがあります。
※掲載料理は一例です。ほか各種ご用意しております。詳しくはホームページ又はカタログをご参照ください。

現金  /  銀行振込  /  練馬区商品券

R3.5

世田谷/新宿/豊島/板橋/狛江/調布
府中/国立/国分寺/東大和/武蔵村山
所沢/新座/朝霞/和光

武蔵関駅南口より徒歩3分

● お誕生日

● 長寿祝い

● お食い初め

● 出産祝い

● 七五三・成人式

● 節句

● ご結婚・ご結納

● 新居祝い・上棟式

もご覧ください

魚伊三

〒177-0052
東京都練馬区関町東1-28-5

FAX：03-3920-1399

創業80年

おかげさまで年間30万食



お祝い料理お祝い料理

赤飯折詰赤飯折詰 お祝い折詰お祝い折詰
7寸/340g

8寸/450g

9寸/560g

5合/1kg

並1升/1.4kg

お子様幕の内

しんかんせん

うさぎちゃんカー

756円

972円

1,188円

2,160円

2,808円

大鯛焼き
約30cm

国産

お食い初め
長寿祝いに人気

3,780円

小鯛焼き
約20cm 2,160円

鮨（3人盛）
6,480円

特上鮨（3人盛）
12,960円

うな重
3,780円

〈34×13cm〉
サイズ

C-1

C-2

C-3 C-5

〈30×20cm〉 〈26×20cm〉 〈直径24cm〉

2,160円

1,620円

1,620円

5,616円
NO.2 会席

5,184円
NO.1 会席

6,156円
NO.3 会席
料理長おすすめ

豊洲市場最上位の天然鮪、自家製西京味噌漬け焼魚、人気の煮物炊き合わせ 豊洲市場最上位の天然鮪、粕酢を使った自家製酢飯

高さ30㎝程度高さ30㎝程度

ポトスポトス

高さ20～25㎝程度 高さ20～25㎝程度 

パキラパキラ

高さ20～25㎝程度高さ20～25㎝程度

ガジュマルガジュマル
（3,850円参考例）（3,850円参考例）

各1,760円各1,760円

アレンジメントアレンジメント

（2,750円参考例）（2,750円参考例）
花 束花 束

（3,300円参考例）（3,300円参考例）
花 束花 束

※ご飯は白飯、赤飯をお選びいただけます（同一料金）。
※お子様料理について　卵、乳製品は使用しておりません。
(但し、他の料理と同じ機器・器具を使用して調理しております)

※写真は大鯛焼きです。※写真は大鯛焼きです。

※料理は一例です。他たくさんご用意しております。

※写真は赤飯に変更したものです。
　＋216円かかります。

※お届け先毎の料理のご注文10,800円以上よりご注文を承ります。
※アレンジメントの大きさはおよそW300×H400mmです（価格による変動はございません）。
※花はおまかせとなります（メイン花の例：バラ・カーネーション・ガーベラなど）。
※花の色合いは可能な範囲で対応いたします（赤系、黄色系など）。
※花束・アレンジメントはラッピングしております。
※観葉植物は化粧鉢に入れております。　※上記以外の商品は承っておりません。
※ご注文は2日前までにお願いいたします。

※お届け先毎の料理のご注文10,800円以上よりご注文を承ります。
※ケーキは当日お作りいたします。
※お召し上がりの目安は、12cm（2～3名）/15cm（4～6名）です。
※メッセージプレート無料。
※ローソク５本付き。　※上記以外の商品は承っておりません。
※ご注文は2日前までにお願いいたします。
※写真はイメージです。また、フルーツの入荷状況により一部写真と異なる場合がございます。

【化粧鉢イメージ】
※おまかせとなります。

【写真12cm】

【写真12cm】

【写真12cm】

※会席料理は3,240円から14,040円までご用意ございます。
※すべての会席料理は無料でお祝い仕様にご変更頂けます（紅白つみれ、奉書巻きの追加など）。
※会席料理（NO.3除く）は白飯を赤飯にご変更頂けます（有料：216円）。

よりお選び下さい

会席料理会席料理
★都内最大級！五つ星認定店★都内最大級！五つ星認定店
～Feel the Power of Plants　　　

　　感じよう！植物の力！～　
～Feel the Power of Plants　　　

　　感じよう！植物の力！～　

詳しくはこちら→

祝鯛、うな重祝鯛、うな重

鮨鮨

お子様料理お子様料理
F-1

F-2

F-3   

特別な日のお祝いに魚伊三オリジナルコラボプラン
専門店の花とケーキを一緒にお届け

オザキフラワーパーク

直径約12㎝　2,700円
直径約15㎝　3,834円

生デコレーション

＆ ＆

（使い捨て容器）

★モンドセレクション
　８年連続金賞受賞
★モンドセレクション
　８年連続金賞受賞
～素材の「最もおいしい瞬間」を皆様へ～～素材の「最もおいしい瞬間」を皆様へ～

2,750円
3,300円
3,850円

各花　束

観葉植物
ポトス・パキラ・ガジュマル

アレンジメント

北海道直送の低脂肪「フレッ
シュクリーム」、希少な卵「日光
金乃卵」を使ったスポンジ、国
産「苺」とシンプルだからこそ素
材にこだわった逸品。

直径約12㎝　2,376円
直径約15㎝　3,456円

キャラメル・
ミルクショコラ

ふんわりチョコスポンジに北海
道産生クリームとチョコ＆キャラ
メルで作ったキャラメルミルク
チョコクリームをサンド。

直径約12㎝　2,700円
直径約15㎝　3,834円

ショートケーキ・
フリュイ

希少な卵「日光金乃卵」を使っ
たスポンジ、北海道直送の生
クリームと、色とりどりのフルーツ
をサンド。

C-1
5,400円

C-5
2,700円

C-2
4,320円

C-3
3,780円


