
宅配メニュー

喫茶キャプテン（喫茶・軽食）　☎092(953)0985　 ＴＡＫＫ（洋食）　☎090-2854-2369 まつりや（たこ焼き・焼きそば）☎092-952-2937 庄屋那珂川店（和食）☎092-951-5277

・ナポリタン 650円 ■お弁当　　※大盛り＋50円 ■大玉たこ焼き ・若鶏唐揚げ天ぷら弁当　 　780円

・ナポリタン（大盛り） 750円 ・日替り弁当、からあげ弁当、とんかつ弁当、 ・６玉 400円 ・庄屋特製　幕の内弁当　　 980円

・ママさんの味 あの生姜焼き弁当 800円 　ハンバーグ弁当、ハンバーグ弁当 各500円 ・８玉 500円 ・牛焼肉海老天ぷら弁当　 1,080円

・キャプテン特製チキンカレー（ごはん大盛り無料） 800円 ・煮込みハンバーグ弁当、もつ鉄板焼き弁当 ・１０玉 600円 ・ちらし寿司味ごのみ弁当 1,180円

・ホットサンド 500円 　エビフリッター弁当 各600円 ■焼きそば ・牛すき焼きいろどり弁当 1,230円

　（ハム＆チーズ　または　ツナマヨ＆コーン） ・スペシャルランチ(エビフライ＆ハンバーグ) ・焼きそば 450円 ・ちらし寿司牛すき焼き弁当 1,380円

・サンドイッチ 550円 　トンテキ弁当 各700円 ・焼きそば（大盛り） 550円 ・庄屋のオードブル盛り合わせ 2,200円

　（たまごサンド　または　野菜＆ハムサンド） ・ステーキ弁当（アンガス牛２００ｇ） 850円 ■その他 ・特製厚焼き玉子　　　　　 400円

・キャプテン特製トースト 550円 ■カレー　　※大盛り＋50円　超大盛＋100円 ・もちもちなかがわ焼 130円 ・贅沢海老天重　　　　　　 930円

・ウインナーコーヒー（ホット） 480円 ・オリジナルカレー 300円 ・熟成三元豚のロースかつ重 950円

　昭和：これまでを再現、甘さたっぷり ・ルーのみ 200円 ・牛カルビ焼肉重　　　　　 950円

　平成：あしだをとってほどよい甘さ ・コロッケカレー 350円 インディアンスパイスファクトリー（東インド料理）☎092-952-2937

　令和：身体にやさしい無糖 ・メンチカツカレー 400円 　　　　　　　　　　　　　　☎092-952-2937 魚那海（海鮮、お寿司）　☎092-710-3634

・ウインナーコーヒー（アイス） 550円 ・エビフライカレー 450円 ・海老カレー&バスマティライスorロティ　 ・おうち飲みセット（１人前） 1,500円

■ホットコーヒー ・からあげカレー（サラダ付）、 　フィッシュカレー&バスマティライスorロティ 　（海鮮太巻き4切＋いなり3個

・キャプテンブレンド、アメリカンブレンド 各400円 　焼きカレーバーグ 各650円 　マトンカレー&バスマティライスorロティ 各1,300円 　　若鶏からあげ３個

・キリマンジャロ、モカ 各500円 ・ハンバーグカレー（サラダ付）、 ・チキンカレー&バスマティライスorロティ 　1,100円 　　若鶏手羽先１本

・カフェ・オ・レ 450円 　カツカレー（サラダ付） 各700円 ・コルカタスタイル海老のビリヤニ 　　魚那海自家製さつまあげ２個）

■アイスコーヒー ■ごはんもの　　※大盛＋100円 　コルカタスタイルフィッシュビリヤニ

・水出しアイスコーヒー 450円 ・ケチャップオムライス、めんたい高菜ピラフ 各500円 　コルカタスタイルマトンビリヤニ 各1,700円 ・海鮮太巻き1本 920円

・アイス　カフェオレ 500円 ・レタスピラフ　※トッピング選べます ・コルカタスタイルチキンビリヤニ 　1,500円 ・海鮮太巻きハーフ 460円

その他、ドリンク 300円～500円 　（からあげ or エビフライ） 各500円 ・ベジタリアンビリヤニ(茹で玉子あり／なし) 1,400円 ・海鮮ミニ丼 520円

・その他多数 300円～1500円 ・ピーナッツのスパイスサラダ　 600円 ・鉄火巻き 370円

プントマーレ（イタリアン）　☎092-953-0141 ※うどん等の汁物は除きます。 ・発芽ひよこ豆のミックスサラダ 550円 ・大将お任せにぎり５貫 750円

・マファレッタサンドウィッチ 　700円 ・スパイシー焼きなす　　　　　 450円 ・明太巻き 370円

・パスタ料理 　890円～ ジョティ 那珂川（カレー）　☎092-710-2888 ・スパイシーポテトバーグ２個　 400円 ・ハーフセット

・切り売りピッツァ（日替わり3種） ■カレー１品 + ナンまたはライス ・玉ねぎのかき揚げ　　　　　　 450円 　海鮮太巻き4切＋いなり3個 650円

　（1カット） 400円 　選べる辛さ（甘口・普通・中辛・辛口・激辛） ・チキンのスパイス焼き２個　　 450円 　海鮮太巻き4切＋お任せにぎり3貫 900円

・季節のミックスサラダ 500円 ・チキンカレー（オニオンベース） 550円 　　　　　　　　　　　４個　　 800円 ・魚那海自家製もっちり豆腐 370円

・地元野菜のパーニャカウダ 　1,190円 ・キーマカレー（オニオンベース） 550円 ・白身魚のカツレツ　　　　　 　950円 ・お刺身４点盛り 800円

・イタリア総菜３種盛り 600円 ・ほうれん草マッシュルームカレー 550円 ・スパイスオムレツ　　　　　　 500円 ・お刺身２～３人盛り 1,850円

・季節の前菜の盛り合わせ 1,290円 ・野菜カレー（オニオンベース） 650円 ・薄焼き全粒粉のチキンロール　 700円 ・若鶏唐揚げ５個 620円

・地魚のカルパッチョ 980円 ・ポークカレー（オニオンベース） 650円 ※その他のメニューもあります。詳しくはお店まで。 ・若鶏手羽先３本 620円

・イタリア産チーズの生ハムの盛り合わせ 1,490円 ・エビカレー（オニオンベース） 650円 ・魚那海自家製さつま揚げ５個 520円

・金太郎鳥レバーパテ 800円 ・マトンカレー（オニオンベース） 650円 お食事処なごみ（定食ほか）　☎092-952-1777

・自家製フライドポテト 　450円 ・バターチキンカレー（トマトベース） 650円 ・とんかつ弁当　　　　　 780円

・自家製スープ 300円 ・エビバターカレー（トマトベース） 650円 ・しょうが焼き弁当、チキンカツ弁当、

・US産牛肩ロースのグリル 200g　 1,500円 ・チキン・マサラカレー（ミックスベース） 650円 　からあげ弁当　　　　 各680円

400g　 2,800円 ・マトン・マサラカレー（ミックスベース） 650円 ・日替わり幕の内弁当、焼魚弁当 各780円

・イタリアンオードブル ２～３名様用 3,500円 ・ポーク・マサラカレー（ミックスベース） 650円 ・ビーフカレー　　　　　 580円

・カジュアルコース ・ポークカレー（ほうれん草ベース） 650円 　ルーのみ　　　　　　　 380円

　ナチュラルワイン1本付き　２名様より 9,000円 ・チキンカレー（ほうれん草ベース） 650円 ・チキンカツカレー　　　 830円

・ドリンクメニュー 150円～ ・じゃがいもカレー（ほうれん草ベース） 650円 ・カツカレー　　　　　 　880円

・デザート 350円～ ・マトンカレー（ほうれん草ベース） 650円 ・フライドポテト、枝豆 　各250円

■スペシャルナンとの交換 ・あらびきウインナー、揚げしゅうまい 各300円

・ガーリックナン、キーマナン、ごまナン、くるみナン ・チーズフライ、からあげ、チキンカツ、

田中商店（辛子明太子、塩乾物）　☎092-952-1007 　ほうれん草ナン、ココナッツナン 250円 　揚げイカしゅうまい　 各400円

・甘塩シャケ１切 130円 ・チーズナン、ツナナン 300円 ・とりなんこつ、手羽唐２本　 各380円

・塩サバ１尾 398円 ■ナンの追加 ・ピリ辛チキンバー、下足からあげ 450円

・せんべろセット　１セット 1,000円 ・ハーフプレーンナン 120円 ・とんかつ　　　　　　　 500円

（角天、きくらげ天、ネギ紅生姜天、 ・プレーンナン 200円 ・玉子焼き（塩 or さとう） 350円

　オススメ珍味１袋、昔ながらの塩辛、いか明太子） ・ガーリックナン、キーマナン、ごまナン、くるみナン ・ギョーザ　　　　　　　 480円

【おでん材料】 　ほうれん草ナン、ココナッツナン 450円 ・おにぎり２個　　　　　 250円

・角天、ひげ天、ごぼう天、つみれ、ボール、 ・チーズナン、ツナナン 500円

　ぎょうざ天、 きくらげ天、チーズ天 ■単品メニュー

　　　　　　　　　　　　　   各１枚　72円 ・タンドリーティッカ ２Ｐ 320円 　　　　　　　　　　　　

・国産牛すじ１本 125円 ３Ｐ 580円

・シシカバブー ２Ｐ 320円

ＫＩＳＵＴＥＩ（イタリアン）　☎092-982-5358 ３Ｐ 580円

・オードブル盛り合わせ１人前　 1,500円 ・タンドリー手羽先 ２Ｐ 320円

・マルゲリータピザ　　　　　　 1,000円 ３Ｐ 450円

・パスタ　　　　　　　　　　　 1,000円～ ・タンドリーチキン １Ｐ 450円

・タンドリーエビ ３Ｐ 580円

・ミニサラダ（ドレッシング付き） 180円


