＼ 串焼きをプラス2本プレゼント！ ／

２人前より

※あやせ店のみ

醤油系オリジナルスープ

堀切本店 のんきセット �,��� 円

2,700 円（税込）

牛ホルモン300g、スープ、薬味

味噌バター味
2,900 円（税込）

備長炭
使用

牛ホルモン300g、味噌スープ、薬味
オプション

ガツ刺し＆白刺し盛り合わせ

＼ お持ち帰りご予約はこちら ／
受け取りたい店 舗 へ お 電 話でご 注 文ください。
合 計 金 額・出 来 上 がり時 間をお 知らせします。

もつ焼のんき

煮込み（夏季はもつ炒め大盛）

ポテサラ

＼ 串焼きをプラス2本プレゼント！ ／

あやせ店 のんきセット �,��� 円

このセットのご注文は「あやせ店」にて承ります！
備長炭
使用

野菜セット
300円
締めのラーメン 100円

Tel.

堀切本店

堀切菖蒲園駅 徒歩 約5分

03-3601-4052

東京都葛飾区堀切5-20-15
受 付 時 間 1 5 : 0 0 〜2 1 : 0 0

※日曜・祝祭日は 〜20:00

水曜定休

現金支払のみ

もつ焼のんき

Tel.

あやせ店

備長炭使用
綾瀬駅 西出口徒歩 約３分

070-6969-1243

東 京都 葛飾区小菅4 -9 -2
受付時間 15:00〜21:00
串焼きお任せ 7本 ➡

9本

ガツ刺し＆白刺し盛り合わせ

※日曜・祝祭日は 〜20:00

HPやSNSでも最新情報をお届けします！

もつ焼のんき 公式サイト
http://nonkihorikiri.com/

もつ焼 のんき
堀切本店・あやせ店

＼ のんき の 味 がおウチで 楽し め る ／

あやせ店のみPayPay対応

ハンバーグ（あやせ店限定） ポテサラ

��

年近く愛され続けるもつ焼き

このセットのご注文は「堀切本店」にて承ります！

東京都葛飾区で

「のんきセット」 もつ鍋セット

おトクな

串焼きお任せ 10本 ➡12本

﹁ シ ロ た れ ﹂と 煮 込 み ︑下 町 焼 酎 ハ イ ボ ー ル

＼ ご家庭 で のんきの 本格牛もつ鍋 を ／

おすすめ のセットメニュー

スマホのカメラでスキャン出来ます

テイクアウトメニュー

下 町の もつ 焼 店「のんき」のメニューを

お持ち帰りいただけるようになりました。
ご自宅で の 晩 酌 やパーティー、お土 産 などに 、
のんきのテイクアウトを 是 非ともご 利 用下さい。

お持ち帰りメニュー

かしら（塩・たれ）

たん（塩・たれ）
堀切本店のみ

堀切本店のみ

はつもと（塩・たれ）

シロコロ（塩・たれ）

堀切本店のみ

ナンコツ（塩・たれ）

ガツ刺

オチモト（塩・たれ）
あやせ店のみ
あやせ店のみ

あやせ店のみ
あやせ店のみ

シロ刺

はつ（塩・たれ）

焼き鳥串（塩・たれ）

だんご（塩・たれ）※鶏・豚・豚脂

ハラミ（塩・たれ）
堀切本店のみ

レバー（塩・たれ）
堀切本店のみ

こめかみ（塩・たれ）
あやせ店のみ

煮込み（冬 季限定）
あやせ店のみ

牛ホルモン

刺物三店盛り
（コブクロ・センマイ・カシラ）

4本で440円

串物（塩・タレ）

しろ、かしら、たん、はつ、ハラミ、レバー、はつもと、シロコロ、ナンコツ、オチモト、こめかみ

※２種類×２本づつも承ります

……………… 440円

厚揚げ

………………… 400円

大根サラダ

…………… 350円

厚揚げ納豆

もろキュウ

…………… 350円

冷奴

…………… 550円

…………………… 350円

……………… 350円

たぬき奴

……………… 450円

豆もやし

……………… 300円

豚肉炒め

……………… 440円

もつ炒め

……………… 440円

ガツぽん酢
ガリ

…………… 300円

…………………… 250円

エシャレット

………… 440円

ハルピンキャベツ
トマト

…… 440円

………………… 350円

豚足スライス

………… 440円

シロ刺 ………………… 440円
ガツ刺 ………………… 440円
煮込み（冬季限定） …… 550円

ピーマン串（２本） …… 360円
長ネギ串（２本） …… 360円
しいたけ串（２本） …… 360円
焼き鳥串（２本） …… 360円
だんご串（２本） …… 220円
シロ刺 ………………… 440円
ガツ刺 ………………… 440円
カシラ刺 ……………… 440円
センマイ刺 …………… 440円
コブクロ刺 …………… 440円
刺物三点盛り
（コブクロ・センマイ・カシラ） 650円

ポテサラ ………………
めかぶ …………………
ガリ ……………………
ガツポン ………………
もろきゅう ……………
お新香 …………………
冷やしトマト …………
キャベツサラダ ………
冷奴 ……………………
厚揚げ …………………
マグロ刺 ………………
上ガツ焼き ……………

530円
350円
350円
350円
350円
390円
390円
390円
550円
440円
580円
500円

豚足スライス ………… 500円
刺物三点盛り ………… 650円
レバーパテ …………… 680円
（ガーリックトースト付き）

牛ホルモン ……………
炭火焼きハンバーグ ……
子袋キムチ ……………
ブルたこブツ …………
ブルタコス1枚 …………
シロ丼 …………………
やきとり丼 ……………

780円
780円
400円
580円
500円
690円
690円

価格はすべて税込みです︒
※

おしんこ

あやせ店メニュー

堀切本店メニュー

ポテサラ

当店は消毒・換気等を行ない︑新型コロナ感染防止対策に力を入れております︒

しろ（塩・たれ）

職人が炭火でふっくら焼いたもつ焼き串をご自宅でお楽しみいただけます。

