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ホウリンス

鳳梨麻 フランス産発酵バタ ー を使い、 風味豊かに仕上げたパイナップルケーキ

Traditional Pineapple Biscotti 

ホウ リン ス

鳳梨麻詰合せ 【賞味期限】製造日より 60 日間

【特定原材料】小麦・卵・乳
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【6個入】 【8個入】

1,620 円 (1言嘉悶円） 2,160 円 (2げ『t円）

バンピン ホウリンス

番餅・鳳梨麻4個詰合せ

1,998 円(1�嘉『ot({,円）□圧亘ぎ］
番餅（大）【1本】鳳梨麻【4個】

【賞味期限】製造日より 60 日間

【特定原材料】小麦·卵·乳

バンピン ホウリンス

番餅・鳳梨麻8個詰合せ

3,078 円(2j嘉to�円）巳匹可亘］
番餅（大）【1本】鳳梨蘇【8個】

【賞味期限】製造日より 60 日間

【特定原材料】小麦•卵・乳

番餅·鳳梨蘇4個詰合せ

レストランの味
Restaurant taste

一
マー ボー ドウフジャン

麻婆豆腐醤
388 円

本体価格

(360円）
お豆腐一丁あればご家庭で簡単調理OK。
たっぷり入ったひき肉、 山椒のしびれる
辛さ。 (1袋130g ※3-4人前）

【賞味期限】製造日より2年間

【特定原材料】小麦 【 10 個入】 3,888田t閤贔

麻婆豆腐醤 担担麺 野菜粥

※調理イメ ー ジです。 豆腐、ネギ ※調理イメ ー ジです。挽肉、もや

等は入っておりません。 し等は入っておりません。

タンタンメン

担担麺
本体価格

864 円 (800円） 【2 食入】

重慶飯店名物料理のひとつ。 ゴマの旨み

と香りをブレンドした濃厚な味わいです。

【賞味期限】製造日より 240 日間

【特定原材料】小麦•卵

ヤサイガユ

鶏肉と六種の野菜粥
※12月発売予定

本体価格

864 円 (800円） 【2 食入】

鶏肉と六種の野菜を旨味の効いただし汁
でしっかり炊き上げ、 生姜と香辛料でア
クセントをつけた美味しい中華粥です。

【賞味期限】製造日より1年間

【特定原材料】小麦•卵
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重慶飯店

横浜中華街本館【改装中】
横浜市中区山下町 164

TEL 045-641-8288 

横浜中華街別館
横浜市中区山下町 142
TEL 045-641-8386 

横浜中華街新館
横浜市中区山下町 77 ロ ーズホテル横浜内 l 階 ·3 階
TEL 045-681-6885 

麻布賓館
東京都港区西麻布 3-2-34 西麻布ヒルズ 1 階
TEL 03-5771-3680 

名古屋店
名古屋市中区栄 3-16-1 松坂屋名古屋店南館 10階
TEL 052-264-3827 

岡山店
岡山市北区駅元町 1-5 ホテルグランヴィア岡山2階
TEL 086-231-8307 

重慶茶棲

重慶茶棲横浜中華街本店
横浜市中区山下町 185
TEL 045-681-0807 

重慶茶棲シァル桜木町店
横浜市中区桜木町 1-1 シァル桜木町
TEL 045-228-9361 

重慶飯店食品工場

横浜市金沢区幸浦 2-12-19 TEL 045-787-0074

■お電話でのご注文

臨i.0120-744-3381 通信販売

重慶厨房

重慶厨房イオンモ ール幕張店
千葉市美浜区豊砂 1-1 イオンモ ール幕張新都心 3 階
TEL 043-306-7410 

頂慶厨房 関東学院金沢八最キャンパス
横浜市金沢区六浦東 1-50-1

TEL 045-786-7002 

売店

横浜中華街第一 売店
横浜市中区山下町 185
TEL 045-641-6874 

横浜中華街第二売店
横浜市中区山下町 147
TEL 045-662-5490 

横浜中華街本館売店【仮店舗営業中】
横浜市中区山下町 164

TEL 045-651-0820 

横浜中華街新館売店
横浜市中区山下町 77 ロ ーズホテル横浜内l階
TEL 045-681-6885 

重慶飯店GIFT&DELI

コレド室町2店
東京都中央区日本橋室町 2-3-1 コレド室町 2 Bl階
TEL 03-6262-3130 

シァル桜木町店
横浜市中区桜木町 1-1 シァル桜木町
TEL 045-228-9861 

タカシマヤフ ー ドメゾン岡山店
岡山市北区下石井 1 丁目 2 番地 1 号 -1007

イオンモール岡山 タカシマヤフ ー ドメゾン岡山店
TEL 086-221-3918 

■商品についてのお問い合せ

謳0120-156-1571お客様相談室 I

受付時間 8:00-16:30 info@jukeihanten.com 

■ FAXからのご注文

臨i.0120-744-3391 通信販売

受付時間 10:00-17:00 「カタログを見た」とお伝えください。

※麻品発送についてのご注意／「冷凍誦品」につきましては、 「冷蔵•常温商品」と同梱は出来ません。

■ PC(パソコン） ・ スマ ー トフォンからのご注文

I 重慶飯店 通販 1(1互豆凪
http:/ /e-shop.jukeihanten.com 

細隅

■重慶飯店のホ ー ムペ ー ジ

I 重慶飯店 I Li互豆凪
http:/ /www.jukeihanten.com 
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