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【月刊食堂 2020年 11月号】目次 

 

《特集》EC デリバリー テイクアウト 売れてる商品を一気見せ！ 

ネットで売れてる 211品 

 

◆EC 

青唐辛子ラムカレー 

赤のもつ鍋 しょうゆ味（2～3人前） 

 

アッシュ セレクション 2020 17粒入り 

“あの”ミートボールパスタソース 

 

家系 MAX（アジコメアブラオオメカタメノリオオメ） 

一蘭ラーメン 博多細麺ストレート 

一蘭特製赤い秘伝の粉付（5食入） 

イベリコ豚 生ハムおつまみ 5種セット 

イベリコ豚 生ハム 4年熟成&30ヵ月熟成 食べ比べ 

 

イベリコ豚 しゃぶしゃぶセット（和風だし付き） 

ヴィーガンアイスクリームサンド 8個入 

（グルテンフリー・アルコールフリー） 

ウチ恋セット～極～ 

エリックチキンカレー 

 

炎麻堂のサクサク餃子 50個と手作り生ラー油のセット 

おうちで招福門! 香港飲茶 食べ放題セット 

大阪王将 裏ミラクルセット 

大阪王将 よくばり餃子セット 

 

押水産黒いちじくのクアトロフロマッジョ 

お試しセット 奥能登の塩らぁめん、醤油らぁめん、濃厚つけめん〈各 1食/計 3食入り〉 

OMUSUBI Cake［9個セット（全種類各 1個ずつ）］ 

オレオの生クリームチーズケーキ 12㎝ホール 
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鹿児島プレミアム地鶏×国際薬膳師監修 

鶏しゃぶセット【約 2～3人前】 

かぶりつきラムチョップ（王道の漬け込みダレ） 

5本入り 250g 

雷そば 

鴨しゃぶ 2～3人前 

 

カレー&ビリヤニパック 

カレー3種&パスタソース缶 全 12缶セット 

元祖 背脂生姜醤油ラーメン 

季節限定 トウモロコシの冷たいラーメン 

 

牛丼の具 10袋セット 

牛どんのぐ（6食入り） 

牛肉フォー5食セット+1000円券 

牛もつ煮込み 200g×6pc 

 

クリームチーズケーキ 

KALE FRUITS 

高麗人参 4年根のサムゲタン（1羽） 

ゴーゴーカレー 選べる 5食セット（中辛 & 辛口） 

 

ゴーゴーカレー 中辛 5箱（10食入） 

五季飯 はらこ飯 

極上焼肉 Z全 7品 

黒糖カヌレ 8個入 

 

極生"ミルクバター"食パン 

ココカヌレ（3個入りギフトボックス） 

（5食セット） 冷凍もっけだの中華そば 

こだわり珈琲店のプリン 3種お試しセット 

 

ご飯にかける飛騨牛ハンバ具ー 

THE BEST CHEESECAKE（冷凍） 

産直 海ぶどう 

地鶏しゃぶしゃぶ・生つくね鍋＆みやざき地頭鶏炭火焼セット 
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15個以上ベーグル選んでまとめ買い 

焼売（10個入り） 

白のもつ鍋 みそ味（2～3人前） 

新大人気 6品 11袋セット 

 

すごい煮干ラーメン 

世界の山ちゃん 幻の手羽先 10本×3袋入り 

タケルブラックカレー（中辛） 

「伊達鶏とはかた地どりのミールキット」と 

「鳥幸オリジナル焼台」セット 

 

ダブルチーズマルゲリータ 

タン焼肉用 200G_みつば放牧牧草牛【瞬間冷凍 NZ産】 

中華そば（あっさり） 

CHILKプレーン 4個 BOX 

 

塚田のポテトサラダ  

塚だまタルタル 若鶏のチキン南蛮 

つけめん 

定番赤身馬刺し大満足 1㎏セット 

 

伝統人気の自家製白菜キムチ（1kg） 

東京赤坂あじさい「魚塩麹漬、魚西京漬 各 4種（計 8切）詰め合わせ」 

とうもろこしのムースサンド 6個入り 

特製焼チーズケーキ【木箱入】 

 

トライアルパック（スタンダード） 

ナッコプセキット（2人前） 

農園直送野菜の幸せのキッシュ 

濃厚とろ生バスクチーズケーキ プレーン 

 

飲めるハンバーグ 

博多若杉牛もつ鍋お試しセット（2人前） 

パネポルチーニおまかせパンセット（冷凍） 

ハラミステーキ 200G_みつば放牧牧草牛【瞬間冷凍 NZ産】 
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Bistro pleinの詰め合わせ（8種類） 

飛騨牛使用 ビーフカレー レトルトタイプ 

飛騨牛・飛騨豚肉使用ハンバーグ 

フィレステーキ 150G_みつば放牧牧草牛【瞬間冷凍 NZ産】 

 

フォアグラクリスピーサンド 

豚まん（10個入り） 

ブッラータ・ピスタッキォ 

ブッラータ・フィッキ 

 

ブッラータ・フレスカ 

プティ・テリーヌコレクション（オードブル） 

プラチナ クロワッサン（未焼成クロワッサン生地）10ヶ入りセット 

フレンチ角煮 

 

フレンチシェフが作る舌先から舌元まで味わう舌シチュー 2パック 

フレンチトースト 3 個セット（メープルシロップ付） 

ブロックチャーシュー 

暴君 RA-MEN 

 

星のアイスクリームタルト 8個 

本格サムギョプサルのミールキット 

マーブルデニッシュ京都三色 

麻婆豆腐醤 10個セット 

 

松屋 カレーギュウ 20個セット 

松屋 牛めしの具（プレミアム仕様） 30個 

みやざき地頭鶏 炭火焼 5個セット  

名物みやざき地頭鶏 炭火焼き  

 

盛岡冷麺スペシャル 4食ギフトセット 

盛岡冷麺 2食セット 

森山セット 

山岡家 ラーメン三昧セット 
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ゆきおじさんのスペシャル佐世保バーガー5個入り 

柚子塩 + 柚子醤油 らーめん 6食セット 

夢のラーメン（味付脂付き） 

4人前 松阪牛ハンバーグ 

 

らーめん（特製唐花付き） 

冷凍カレー5食色々食べたいセット 

［冷凍］バスクチーズケーキ 

［冷蔵］マカロン詰め合わせ【5個入】 

 

 

◆デリバリー・テイクアウト 

あご出汁辛子明太子のお茶漬け 

アボカドクアトロチーズバーガー 

アボカドチーズバーガー 

アボカドバーガー 

 

アミーゴセット（ブリトー） 

イカエビ焼きそば 

いしいの鶏シュウマイ 10個入り 

五十松の晩ごはん丸投げセット 

 

頂マーラータン 

宇治抹茶タピオカラテ 

【Uber Eats限定】肉肉セット 魯肉飯&鶏唐揚げ 

ウーピーゴールドバーガー 

 

えびとアボカドのサラダわかめ麺 

カオマンガイ 

カオマンガイ（スープ付き） 

ガパオライス 

 

カルビビビンバ 

キムパ 

牛肉のフォー 

キングサーモン西京漬け定食 
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クラシックビーフパレット 

グリーンカレー＆ガイヤーン 

黒毛和牛とろけるハンバーグ弁当 

コルビージャックチーズバーガー 

 

サーモンハラス干し定食 

三代目たいめいけん懐かしのカツカレー 

300g（たんぱく質 Protein 49.0g/糖質 Sugar 4.2g/脂質 Fat 3.5g） 

自家製スモークベーコンチーズバーガー 

 

シハチ鮮魚店の生寿司盛り合わせ 4～5人前 

自慢のミートパティのサンドイッチ 

熟成厚切り牛タン丼 塩味 

熟成トマトソース 

 

熟成ロースカツ弁当 

シュリンプ&モチコチキン 

ストロベリータピオカラテ 

スペシャルバーガー 

 

ソーダレモネード ラージ 

タコス 3ピース 

立吉餃子 焼き餃子（5個） 

ダブルチーズバーガー 

 

タルタルとり天弁当 並盛 

チェダーチーズバーガー 

チキンオーバーライス（ヨーグルトソース&チリソース） 

チキンカツカレー 

 

チキンサラダ 

チキンのフォー 

チキンビリヤニ（ 辛口） 

Tokyo MABO Original 
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特上厚切り牛たん弁当 

特製とろけるビフカツ丼 

とり天弁当 並盛 

鶏白湯スープ餃包（〆の雑炊付き） 

 

トリブロ 標準サイズ 300g 

長いもオクラのサラダわかめ麺 

肉寿司桶（藤） 

肉肉うどん 

 

肉麻辣香鍋 

濃厚外伝黒つけ麺 

濃厚バナナジュース 

ハーフ&ハーフ  

 

ハーフ&ハーフ  

ハニーマスタードグリルチキンサンド 

「PUFFZ」バニラシュークリーム 

「PUFFZ」バニラシュークリーム 4個 BOXセット 

 

ハンバーグ・アボカド・ロコモコ 

ハンバーグ・モッツアレラ・ロコモコ 

ヒレカツと海老の合いもり弁当 

フォアグラ照り焼きバーガー 

 

豚スタミナ&唐揚丼 並盛り 

豚スタミナ丼 並盛り 

プラントベースドヴィーガンチキンナゲット 

プラントベースドビーフバーガー 

 

ブリトーボウル 

フリフリ・厚焼グリルチキンサンド 

ふわふわオムカツ&スイートマヨサンド 

マトンキーマビリヤニ（中辛） 
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Meat-Meat-Meatスープ 

名物ステーキライス 

明太からあげ丼 7個入り 

麵屋･特製つけ麺庄太 

 

モチコチキンライス 

ローストビーフ丼【希少部位ザブトン使用】 

若鶏のからあげ 10個弁当 

 

 

◆宅配弁当 

いろいろ弁当 

 

いろどり幕ノ内弁当 

おにぎり 2個+お惣菜 3種セット（A） 

牛たんお手頃御膳 

牛たん幕の内弁当 華 

 

黒毛和牛希少部位弁当 

黒毛和牛ハンバーグと黒毛和牛切り落としのコンビ弁当 

彩菜の膳【9月～11 月】 

さばの塩焼きと 6種の惣菜のり弁 

 

すみだ川あさり飯 

絶品!塚だまタルタル若鶏のチキン南蛮弁当 

匠の膳【9月～11月】 

竹に雀【くるめし限定】 

 

特製焼肉重と A5ランクの飲めるハンバーグ御膳 

ヒレかつサンド（3 切、6切、9切） 

豚の生姜焼きと 6種の惣菜のり弁 
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緊急リポート 

999万円出店モデル  から揚げの天才 

2021年 300 店構想 

 

＜柴田書店創業 70周年記念企画＞ 

外食・宿泊業 70年史 

 

 

連載 

業界を活性化する若手トップインタビュー 今月の顔 

覆面店舗チェック（大戸屋） 

事業継続と人材救済のための M&A照井ゼミ 

㈱OAGコンサルティングのアフターコロナ財務診断 2022年倒産を防ぐ 

潮目が変わるのは 2020年の冬 

㈱ウィット 三宅宏通社長の M&Aマーケット観測 

やまけんの農業 × 外食ビジネス＝!? （山本謙治） 

サービス産業のワードパワー（松坂 健） 

レストラン食べ歩記（横川 潤） 

食のキラーコンテンツ（島田 始） 

大手・中堅 外食企業動向 2020 

本のひとつまみ 

インフォメーションコーナー 

バックナンバー 

次号予告 

 


