
宅配
テイクアウト

どちらも
承ります

弁当弁当

大人気の麺をご自宅で
！

大人気の麺をご自宅で
！

A-63

新発売
担担麺担担麺
税込 1,080 円税込 1,080 円 麺とスープがセパレート

味、ボリュームは店と同じ！
麺とスープがセパレート
味、ボリュームは店と同じ！

ラーメン(並)ラーメン(並)

A-61

税込900 円税込900 円 二郎系ラーメン二郎系ラーメン

A-64

税込980 円税込980 円冷やし担担麺冷やし担担麺

A-66

税込1,080 円税込1,080 円

麺がかくれるほど野菜たっぷり！
冷たさとピリ辛で夏バテしらず
麺がかくれるほど野菜たっぷり！
冷たさとピリ辛で夏バテしらず 元祖醤油ラーメン

豚、鶏、カツオの
旨みスープが自慢

元祖醤油ラーメン
豚、鶏、カツオの
旨みスープが自慢

二郎系ラーメン
北京亭の自信作
ガツンとこってり

二郎系ラーメン
北京亭の自信作
ガツンとこってり

お店の一皿分をそのままお弁当に。
ふたが閉まらないほどのボリューム！
お店の一皿分をそのままお弁当に。
ふたが閉まらないほどのボリューム！

げんこつ黒酢 酢豚弁当げんこつ黒酢 酢豚弁当
税込1,400 円税込1,400 円

牛肉ピーマン炒め弁当牛肉ピーマン炒め弁当
税込1,480 円税込1,480 円

マーボー豆腐丼マーボー豆腐丼
税込990 円税込990 円A-24

ご飯大盛＋200 円 炒飯に変更＋300 円

075-441-6934北京亭本店北京亭本店
京都市北区紫野下若草町 17-1

11:00 (10:30 受付開始 )～ 15:00 / 17:00～ 21:0011:00 (10:30 受付開始 )～ 15:00 / 17:00～ 21:00
持帰りは 1品から、宅配は 1,500 円以上。持帰りは 1品から、宅配は 1,500 円以上。 グランドメニュー

裏面

照りマヨからあげ弁当照りマヨからあげ弁当
税込1,380 円税込1,380 円

大海老チリソース弁当大海老チリソース弁当
税込1,480 円税込1,480 円

鶏のから揚げ弁当鶏のから揚げ弁当
税込1,280 円税込1,280 円

A-63
温温

温温温温

味噌ラーメン味噌ラーメン 税込950 円税込950 円A-62

温温

冷冷

中華丼中華丼
税込930 円税込930 円A-22

天津飯天津飯
税込930 円税込930 円A-23

海鮮炒飯海鮮炒飯
税込1,180 円税込1,180 円

A-20丼・飯丼・飯
食欲をかき立てる
北京亭の自信作！
食欲をかき立てる
北京亭の自信作！

夏季限定夏季限定



鶏のからあげ（5個）鶏のからあげ（5個）

A-1

税込1,080 円税込1,080 円 パリパリ春巻（3本）パリパリ春巻（3本）

A-2

税込590 円税込590 円 玉子春巻き（6切）玉子春巻き（6切）

A-3

税込1,080 円税込1,080 円 八宝菜八宝菜

A-5

税込1,050 円税込1,050 円

カニ玉カニ玉 税込1,150 円税込1,150 円A-6

特製餃子（6個）特製餃子（6個） 税込490 円税込490 円A-50

特製餃子3人前（18個）特製餃子3人前（18個） 税込1,240 円税込1,240 円A-51

酢豚酢豚 税込1,180 円税込1,180 円A-14

牛肉野菜炒め牛肉野菜炒め 税込1,080 円税込1,080 円A-12

鶏と玉子のピリ辛炒め鶏と玉子のピリ辛炒め 税込 1,150 円税込 1,150 円A-13

ポンズおろしからあげ（5個）ポンズおろしからあげ（5個）税込1,130 円税込1,130 円A-33

ユーリンチーからあげ（5個）ユーリンチーからあげ（5個）税込1,150 円税込1,150 円A-34

照りマヨからあげ（5個）照りマヨからあげ（5個） 税込1,180 円税込1,180 円A-35

ネギ塩ダレからあげ（5個）ネギ塩ダレからあげ（5個） 税込1,200 円税込1,200 円A-36

メニュー全て「宅配（デリバリー）」「テイクアウト」可能です。

大人気からあげシリーズ大人気からあげシリーズ

海老とあさりの
焼きそば
海老とあさりの
焼きそば

A-30

税込980 円税込980 円 げんこつ黒酢酢豚げんこつ黒酢酢豚

A-11

税込1,200 円税込1,200 円
牛肉の
ピーマン炒め
牛肉の
ピーマン炒め

A-15

税込1,280 円税込1,280 円 大海老チリソース大海老チリソース

A-8

税込1,280 円税込1,280 円

麺類麺類
八宝菜焼きそば八宝菜焼きそば 税込960 円税込960 円A-31

ソース焼きそばソース焼きそば 税込930 円税込930 円A-32

ご飯類ご飯類
海鮮炒飯海鮮炒飯

税込1,140 円税込1,140 円
A-20

炒飯炒飯
税込880 円税込880 円

A-21

中華飯中華飯
税込930 円税込930 円

A-22

天津飯天津飯
税込930 円税込930 円

A-23

ニン豚飯（にんにく豚肉炒飯）ニン豚飯（にんにく豚肉炒飯）
税込880 円税込880 円

A-25

ご飯（並）ご飯（並）
税込250 円税込250 円

A-28
ご飯（大）ご飯（大）

税込350 円税込350 円
A-29

オードブルオードブル

写真は 3～4人前写真は 3～4人前

税込5,800 円税込5,800 円A-98

ご注文の流れご注文の流れ

より美味しいお召し上がり方より美味しいお召し上がり方
冷めた場合は容器ごと
電子レンジで１分チン！
ラーメン類はスープを
温めると麺が伸びません。

宅配
OR

テイクアウト

ご予約はお電話で

075-441-6934
お名前・電話番号
メニュー番号・個数

お届け先の
ご住所を伺います

ご自宅や職場に
お届けします

約30分前後
（ご予約時にお伝えします）

約30分前後
（ご予約時にお伝えします）

配達に出発します

北京亭本店に
お越し下さい

宅配宅配 宅配宅配

テイクアウトテイクアウト

 ◆表示価格は消費税込みの価格です。◆当店は、お客様からご注文をいただいてから調理してお届けいたします。◆お届けする商品は、お早めにお召し上がりください。◆メ
ニュー・価格は予告なく変更になる場合がございます。◆当店からお届けできない地域のお客様にメニューが投函される場合がございますが、ご了承ください。◆このメニュー
の写真はイメージです。季節・仕入れの関係により、若干異なる場合がございます。◆お客様の個人情報は、商品のお届けのご連絡、各種ご案内、より良いサービスのための調査・
分析・サービス情報のご案内以外で使用する事はございません。◆店舗での販売価格と宅配価格は違いますのでご了承ください。◆北京亭本店の宅配は YU＆I Foods Planning が
お届けいたします。

こちらからもどうぞ！

マーボー豆腐マーボー豆腐 税込 1,130 円税込 1,130 円A-10鶏のからあげ（メガ盛り1 5個）鶏のからあげ（メガ盛り1 5個） 税込1,800 円税込1,800 円A-43

オードブル（３～４人前）オードブル（３～４人前）

税込6,900 円税込6,900 円A-99
オードブル（５～６人前）オードブル（５～６人前）


