昭和 年創業の
から揚げ・焼き鳥専門店に
周年を記念して
骨なしジューシーから揚げが
新しくメニューに加わりました︒
50

お弁当
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▲ 熟カラ弁当 702円（税込）

熟カラ

ユーリンチー

◀油淋鶏弁当 810円（税込）

もも肉

肉汁あふれるジューシーなおいしさ

むね肉

高タンパク低脂肪のヘルシー志向
の方におすすめ

〜トッピングメニュー〜

旨たれ味
コトヨ醤油使用、創業より
50年間継ぎ足してきた秘
伝のたれを揚げたてにか
らめます。

旨たれ味 シビ辛味
3コ 486円
5コ 810円
10コ 1,620円
15コ 2,430円
20コ 3,240円
※すべて税込価格

①ご飯大盛り108円
②キャベツ108円（熟カラ5コ分の量目安）
③オリジナルドレッシング108円
④オリジナルタルタルソース108円
※すべて税込価格

特製醤油味

味

お選び下さい

チキン南蛮弁当▶
810円（税込）

◀にいがた地鶏
親子丼弁当 1,026円（税込）

①肉ねぎ②とり皮③砂肝④レバー⑤ハツ
（タレ焼）上記に＋⑥つくね
（塩焼） 上記に＋⑥手羽焼

新潟県が誇る地鶏「にいがた地鶏」
と
宮尾農園の平飼い卵「みやたま」
をぜ
いたくに使用。

レバー
肉ねぎ
砂肝
とり皮
国産もも肉と地元 新鮮なとり皮だか コリコリとした食感 鮮 度 の 良 いレ
「外はカリ でクセがなくお子 バーは臭みもなく
産 長ねぎ。当 店 らこその
カリ、中はジュワ」 様も食べやすい 塩味がおすすめ
一番人気の串

焼き鳥弁当 810円（税込）▶
肉ねぎ、とり皮、つくねがのった焼き
鳥専門店のお弁当。創業以来50年
継ぎ足してきた秘伝のタレが染み込
みご飯がとまりません。

焼き鳥は
単品でも
ご注文
いただけます。

CURRY 特製カレー

先代の頃から「まかない」で人気のカレーが遂に商品化。
鶏だし引き立つ旨みとコクがクセになります。

◀特製カレー弁当
734円（税込）

手羽先
つくね
ハツ
ほどよい脂肪分 鶏の首肉と鶏軟 骨の周りの軟骨
で旨み抜群の鶏 骨をブレンドした と肉の旨みをお
のハート
（心 臓） 当店オリジナル 楽しみください
です

鶏料理 鳥安（とりやす）
ご予約
お問い合わせ tel.025-387-5283

シビ辛味
花山椒、七味唐辛子、胡
椒などをブレンドしたオリジ
ナルスパイス。揚げたてに
からめます。

さっぱり塩味
鳥安秘伝タレ味

国産鶏串焼
6本盛り合わせ
1人前（6本）756円（税込）

自家製タルタルとから揚げの最強
コンビ！南蛮タレとの相性抜群！

❸必要な数量をお知らせください

❷ 3つの味からお選びください

にんにく、生姜などをブレ
ンドしたオリジナル味。

ほどよい甘みと酸味、そしてごま油の香り
が食欲をそそるタレにから揚げがよくから
んで、ご飯が進みます。

❶お好きなお肉、❷好みの味を選び、❸数量をご注文ください。

特製醤油味
3コ 422円
5コ 702円
10コ 1,404円
15コ 2,106円
20コ 2,808円

特製醤油味

迷ったらこれ！子供から大人まで楽しめる王道の味です。

［熟カラ］のおいしい秘密
◎安心・安全な国産鶏肉使用
◎特製醤油味の漬けだれに
24時間漬け込み
◎50年間継ぎ足しの旨たれ

❶ お肉
（もも肉・むね肉）
をお選びください

卓上焼き鳥機 無償
貸し出しいたします
※機械の台数に限りがあります。
ご注文の際に
「焼き鳥機」希望とお申し出ください。
※貸出の際に1台あたり2,000円（税込）をお預かりいたします。
（24時間以内にご返却をお願いいたします。）
機械返却時に返金いたします。

安心・安全・おいしい
国産鶏のもも肉・むね肉から揚げ

juku

ご自宅で焼き立ての味を！お子様も大喜び！

熟 カラのせカレー弁当▶
810円（税込） 特製醤油味

新潟市北区白新町2-12-3
昼 11：30-14：30
夜 【金曜・土曜】16：00-24：00
（23：00LO）
（22：00LO）
【日曜〜木曜・祝日】16：00-23：00

ホームページ
www.toriyasu.com

名物の半身揚げや串焼きから、おつまみ＆ご飯がすすむおかずまで
豊富に揃えました。お一つからお気軽にご利用ください！

伝統の鳥料理

老舗鶏料理店自慢のおかずがたっぷり入ったお弁当です。
会議やご接待、家族やご友人の集まり、各種イベントなどに！
お一つからお気軽にご利用ください！

お弁当

年間不変
の
鳥安名物
！
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▼国産若鶏の唐揚げ
（半身）972円（税込）キャベツ付き

味

お選び下さい

普通味

カレー味

ガーリック味

塩コショウ味

お電話で
ご注文できます！

toku
鳥安特製

▲国産若鶏の唐揚げ
（ぶつ切り）972円（税込）キャベツ付き

味

お選び下さい

カレー味
塩コショウ味

自家製
串焼き

普通味
ガーリック味

味

お選び下さい

fuku

1 会席弁当 〜福〜 5,400円（税込）

自家製ローストビーフ・蒸しアワビ・自家製牛タン味噌漬け・焼き鳥・鶏
炊き込みごはんなどの多彩な味を楽しめる豪華な特製二段弁当です。
お祝い事やおもてなしにいかがでしょうか

2 会席弁当 〜徳〜 3,240円（税込）
旬のおかずを凝縮して詰め込んだ、老若男女問わず
人気の食べ応え抜群のお弁当です

※3日前までにご予約ください

※3日前までにご予約ください

串焼6本盛り合わせ
（1人前・6本）756円（税込）

手羽揚 518円（税込）

だし巻き玉子
842円（税込）

お持ち帰り
メニュー

普通味

カレー味

ガーリック味

塩コショウ味

味

お選び下さい

さっぱり塩味
鳥安秘伝タレ味

アラカルト

3 特上焼き鳥重
1,404円（税込）

鳥安人気の国産鶏焼き鳥が
ぎっしりと詰まった特製弁当です

4 ローストビーフ重
〜雪室熟成牛〜 1,620 円（税込）

5 旬菜弁当 1,620円（税込）

お肉やお魚、旬の野菜などがバランス良く
入った、どなたにも喜ばれるお弁当です

しっとりやわらかに低温調理したローストビーフに
秘伝タレをアレンジした特製タレがよく合います

※前日までにご予約ください

オードブル
鶏皮のカリカリ揚 669円（税込）

ヒザ軟骨揚 669円（税込）

砂肝カレー 561円（税込）

6 慶びセット（5〜6人前） 9,720円（税込）
よろこ

海老とアボカドのサラダ 723円（税込）

まい

7 舞セット（3〜4人前）

7,560円（税込）

8 鳥安セット（3〜4人前） 5,400円（税込）
豚の角煮 723円（税込）

越乃鶏の鶏モツ煮 518円（税込）

野菜サラダ 507円（税込）

※オードブルは前日までにご予約ください
※仕入れ状況により内容産地等が変更になる場合があります

にんにく丸揚げ 810円（税込）

※写真はイメージです ※仕入れ状況により内容産地等が変更になる場合があります ※持ち帰り容器でのご提供となります。実際の盛り付けとは異なりますのでご了承ください

TAXI DELI タクシーでお届けします！
配達料

DELI

新潟市北区内 一律 500 円 (税込)

配達時間

since 1971

11:30〜20:30

◯お届け希望時間の3時間前までにご予約ください。
※北区外へのデリバリーもお問い合わせください。
配達する品数により配達料が増加する場合がございます。 ◯予約・営業状況によりお受けできない場合がございます。
前日までのご予約をおすすめします。
◯道路状況によりご希望の時間にお届けできない場合がございます。

鶏料理 鳥安
（とりやす）

おかげさまで50周年

ご予約・お問い合わせ

tel.025-387-5283

新潟市北区白新町2-12-3
昼 11：30-14：30 夜
【金曜・土曜】16：00-24：00
（23：00LO）
（22：00LO）
【日曜〜木曜・祝日】16：00-23：00

ホームページ
www.toriyasu.com

