今日から簡単、
ベトナム弁当。

しいレシピ満載！
楽
て
作っ

子どものランチや、
健康・節約のために、
ベトナムでもお弁
当づくりをがんばるあなた。せっかくなら、
ベトナムならでは
の食材やお弁当グッズを使って挑戦してみよう。手早く作
れる日本人向けのお弁当レシピを、
ベトナム料理の専門家
イエン
（Yen）
先生が提案してくれた。
※記事の情報は、2018年8月取材時点のもの

別
シーン

教えて、
イエン先生！

グ エ ン・ハ ー イ・イ エ ン
（Nguyen Hai Yen）先 生

ベトナム風 弁当レシピ
も用弁当
01 子ど

PROFILE

2008年に日本語で学ぶベトナム料理教室をホーチミン市で開講。
味付けはシンプルに、かつ、うま味調味料を使わないのがモットー。
2017年からホームレストランも開業。料理教室の申し込みは下記
メールアドレスから。要予約。1人で参加する場合は130万VND
（60USD）
、2人以上の場合は1人90万VND（40USD）
メール：haiyennguyen199@gmail.com
www.cookingvnfood.com

給 食 がない 学 校に通う子どものために、毎 朝 準 備するお弁 当。
健康を考えて、ランチをお弁当に切り替えたい人も多いだろう。
日本語で学べるベトナム料理教室を開催するイエン（Yen）先生
が、シーンに合わせたお弁当レシピを考えてくれた。

つい自慢したくなる！

イエン先生からのアドバイス

彩り豊かなカラフル弁当

メニュー 1
油は多めに、
強火で揚げる！

パパッと作れるお母さんの味方！

たっぷりの油を使って、強
火で揚げるのがポイントで
す。揚げる前に冷蔵庫で
寝かせておくと崩れにくい
ので、前の晩に作っておく
のがおすすめですよ。

約20分でできる
お手軽弁当
●ひき肉の卵巻き

メニュー 2

豚ひき肉：100g ／長ネギ：2本／エシャロット：1個

かぼちゃが苦手な場合、
つぶしてもOK

／卵：2個／ヌックマム：大さじ1 ／塩、黒コショウ：
小さじ1/2

つぶしたかぼちゃを使ってもおいしいです。苦手
なお子さんでも食べやすくなるので、試してみて
くださいね。

●ウィンナーとじゃがいも炒め
ウィンナー：１本（約60g）／ジャガイモ：１個（約
100g）／ニンニク：1/2片／塩：少量

●うずらの卵＆ブロッコリーの
ひき肉包み
豚ひき肉：100g ／ウズラの卵：5個／ブロッ

●海老とかぼちゃ炒め
エビ：4匹（約50g）／カボチャ：100g ／エシ
ャロット：1個／ニンニク：1/2片／ヌックマム：

コリー：100g ／長ネギ：2本／エシャロット：1

大さじ１

個／ヌックマム：大さじ１／塩、黒コショウ：小

●ブロッコリー、いんげん、
にんじん、ビーツのゆで野菜

さじ1/2

ブロッコリー：100g ／インゲン：50g ／ニン
ジン：50g ／ビーツ（Cu Den ／クーゼン）
：
50g

●フルーツヨーグルト
ヨーグルト：1個／果物
（マンゴー）
：50g

●ご飯：150g

●グリーンピース、コーン、
にんじんの和え物

も用弁当
02 子ど

グリーンピース：50g ／コーン：30g ／
ニンジン：1本
（約100g）／

作り方

マヨネーズ：小さじ2

●ご飯：150g

１．
「うずらの卵＆ブロッコリーの
ひき肉包み」
を作る

●果物
（スイカ）
：100g

①みじん切りにした長ネギとエシャロットを
ひき肉と混ぜ、
ヌックマム、黒コショウで味
付けしたら15分ほど置く
②ゆでたウズラの卵とブロッコリーを、
それ

作り方
１．
「ひき肉の卵巻き」
を作る
①みじん切りにした長ネギとエシャロットを、
ひ
き肉とこね混ぜ、
ヌックマム、塩コショウで味
付けて15分ほど置く
②油をひいたフライパンで①をよく炒め、器
に移しておく
③溶き卵にヌックマムを少量加え、
フライパ
ンに広げて薄く焼く
④7割ほど焼けたら③の上に炒めたひき肉を
全体的にのせて巻いていく
⑤あら熱がとれたら、
ひと口大に切る
２．
「ウィンナーとじゃがいも炒め」
を作る
①ウィンナーの片端に縦に切れ目を入れ、
た

ぞれ①で包む
こさんウィンナー風にしたらフライパン
で焼く
②ニンニクのみじん切りにジャガイモ
を加え、炒める
③湯をさして塩を加えたら蓋をし、
ジャ
ガイモを少しゆでる
④ジャガイモが菜箸で刺せるぐらいの
固さになったらウィンナーを加え、一緒
に炒める
３．
「グリーンピース、コーン、にんじ
んの和え物」
を用意する
①グリーンピース、
コーン、
ニンジンを
小さく切ったものをゆでる
②マヨネーズと和える

イエン先生からのアドバイス
メニュー 1
ひき肉を巻いた卵は、冷めてから切る！
出来立ての熱いまま切ってしまうと、
せっかくきれい
に巻いても崩れてしまいます。
しばらく時間をおい
て冷ましておくと、形が崩れにくくなりますよ。

メニュー 2
ジャガイモに塩を加え
るのは、
湯をさした後で
ジャガイモの味付けに少
量の塩を加えるのは、
フ
ライパンにお湯を入れた
後にしましょう。塩が万遍
なく広がり、味の濃淡が
均等になります。

③強火で15分ほど揚げる
２．
「海老とかぼちゃ炒め」
を作る
①エビの殻をむき、
ヌックマムで味付けたら、
エシャロットと一緒に炒める
②ニンニクと一緒にカボチャを炒める
③カボチャが柔らかくなったら、
エビを混ぜ
て炒める
3．
「ブロッコリー、いんげん、にんじん、
ビーツのゆで野菜」
を用意する
①ブロッコリー、
インゲン、
ニンジン、
ビーツ
をゆで、
ひと口大に切る
4．
「フルーツヨーグルト」
を作る
①市販のヨーグルトと、小さく切ったマン
ゴーを混ぜ合わせる
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作り方

自分用弁当
不健康とはおさらば！

満腹感重視の
大盛り弁当

野菜たっぷりの
ヘルシー弁当
生活も仕事もスムーズに！

腹が減っては戦はできぬ！

●鶏もも肉のヌックマム揚げ

●生春巻き＆からし菜巻き

鶏モモ肉：2本
（約200g）／エシャロット：1/2個／

ライスペーパー：2枚／からし菜：2枚／豚肉：100g ／

ヌックマム：大さじ２／砂糖：小さじ１／黒コショウ：
小さじ1/2

●海老と豚肉炒め
豚肉：50g ／生エビ：200g ／エシャロット：1/2個／

●牛肉の煮込み
（ボーコー／ Bo Kho）
牛肉：200g ／ニンジン：1本
（約150g）／
レモングラス：2本
・肉の下味ダレ

ニンニク：1/2個／エシャロット：

1/2個／ショウガのみじん切り：小さじ1 ／ヌックマ
ム：大さじ２／牛肉の煮込み
（ボーコー／ Bo Kho）
の

赤じそ）
：適量／モヤシ：50g ／ブン
（米麺）
：50g

・つけダレ トウガラシ：適当／ニンニク：1/2片／ライ
ムジュース：大さじ１
（ライム1個）／ヌックマム：大さじ1
／砂糖：適量

日を支えるアプリたち

砂糖：小さじ１

エビ：200g ／野菜類
（レタス、パクチー、
ミント、バジル、

1
●ベトナム風焼きなす
ナス：1本
（約150g）／醤油：適量／酢：適量／長ネギ：2
本／トウガラシ：適当

●春雨と海老の和え物

●海老ともやし、きゅうりの和え物

大さじ１
（ライム1個）／砂糖：適量／トウガラシ：適当／

少量／ナッツ：適当／煎りゴマ：小さじ１

ニンニク：1/2片

●きのことトマトのスープ
トマト：1個／キノコ：50g ／ニンニク：1/2片／ヌックマ

・タレ ヌックマム：大さじ1 ／ライムジュース：大さじ

ム：大さじ２／長ネギ：2本／野菜
（パクチー）
：適量

１（ライム1個）／ニンニク：1/2片／トウガラシ：1本

●果物
（スイカ、マンゴー）
：150g

／砂糖：小さじ１

●ご飯：200g

作り方
１．
「鶏もも肉のヌックマム揚げ」
を作る

③下味ダレの材料と油大さじ１を混ぜ、30

①鶏肉をヌックマム、砂糖、
エシャロット、黒

分程肉を浸けおく

コショウで味付けて冷蔵庫に1時間おく
②菜箸を刺して火の通り具合を確かめな

④鍋に油をしき、
残りのニンニク、
エシャロッ
ト、
ショウガを炒める

がら、中火→強火で15分ほど揚げる

⑤香りが強くなったら浸けたタレごと肉を

２．
「海老と豚肉炒め」
を作る

で水を入れる

①豚肉とエビは、
ヌックマムと黒コショウで

入れ強火で５分間炒め、肉の3cm 程上ま
⑥焼いたレモングラス、
シナモン、八角を加

３．
「海老ともやし、きゅうりの和え物」を
用意する

味付ける

え、沸騰したら中火にして30分間程煮込

①タレの材料を混ぜ合わせる

②フライパンでエシャロットをよく炒めたら、

み、最後にニンジンを加え10分程煮る

豚肉を強火で炒める。途中でブラウンシュ
ガーを加える
④こんがりと焦げ目がつく程度まで炒めた

イエン先生からのアドバイス

ら、
エビのむき身を入れ一緒に炒める

メニュー 1

3．
「牛肉の煮込み
（ボーコー）
」
を作る

ひと晩つけておけば、
さらにおいしくなる！

①牛肉を酒とショウガで揉みこみ、3分程
おいたら洗い流す
②鍋で肉を３分程強火でゆで、洗ってひと
口大に切っておく

②ゆでたエビとモヤシ、細切りにしたキュウリ、
オニオンスライスとタレを和える

鶏肉に味を付けてから最低1時間置い
ておけば良いですが、
ひと晩おくと味がし
み込みさらにおいしくなります。砂糖の代
わりに蜂蜜を使ってもOKですよ。

メニュー 2
脂身のある豚肉を使って
脂身の少ない部位の場合、
強火で熱すると肉が固くなっ
てしまうので、脂身の多いバ
ラ肉を使うのがおすすめです。
熱して肉のタンパク質を引き締めたほうがおいしいの
で、先に肉を炒めるのがポイント！

イエン先生からのアドバイス
メニュー 1
ライスペーパーを濡らすときは
霧吹きを使って

水にくぐらせると濡らし過ぎて
しまうので、
ライスペーパーを
濡らすときは霧吹きを使うのが
ベストです。大体3回ほどプッ
シュすれば良いと思いますよ。

メニュー 3
春雨は崩れないように水洗いを
春雨は30分水に浸したら、次にお湯で戻しま
しょう。その後は、崩れないようにすぐに水洗
いすることが大事！ 水分を切ったら10cm程
度に切ってくださいね。

長ネギとトウガラシをさっと炒め、
タレを
なすにかける
3．
「春雨と海老の和え物」
を作る

②少し巻いたらニラ２本を一端がは

①鍋で潰したエビをゆで、皮を剥いて

み出すように置き、
さらに少し巻きエビ
2 片を乗せ、最後まで巻ききる
③つけダレの材料を混ぜ合わせ、水
で調節する
④からし菜巻きの場合は、巻いたら長

背わたを取る
②ドレッシングの材料を混ぜ合わせ、
みじん切りニンニクとトウガラシを加
える
③戻した春雨、
エビ、
スライスオニオ

ネギで縛る

ン、
エシャロットを和えて②をかける。

２．
「ベトナム風焼きなす」
を作る

4.「きのことトマトのスープ」
を作る

①ナスに細かい穴をあけ、焼く。皮に

①ニンニクとトマトを一 緒に炒める

焦げ目がつき、柔らかくなったら火を

②水とヌックマムを入れ、煮立ったら

止め、皮を剥き3cm 程に切る

キノコを加える

②油をひいたフライパンで、醤油、酢、

③長ネギ、
パクチーを加え完成

1/2個／エシャロット：1個
・ドレッシング ヌックマム：大さじ1 ／ライムジュース：

100g）／タマネギ：1個／長ネギ、パクチー、バジル：

①手前から野菜、
ブン、肉2 ～ 3片を

水を混ぜたタレを熱し、みじん切りの

のせる

春雨：50g ／エビ：200g ／キュウリ：1本／タマネギ：

粉末調味料：10g ／黒コショウ：小さじ1/2

生エビ：200g ／モヤシ：100g ／キュウリ：1本（約

１．
「 生春巻き＆からし菜巻き」を
作る

02

自分用弁当

すぐ見つかる、安く買える！

お弁当にベトナム食材を使用したくても、調理方法などが分からず、なかなか手が出せない。そんな人のた

ベトナムのおすすめお弁当食材8選
野菜

空芯菜

夕顔

Rau Muong

Bau

参考価格
1kg1万4000VND

参考価格
1kg2万2000VND

ベトナムの食卓で馴染みの深い野菜。炒めたりゆでたり、

コレステロール値の心配がなく、
ビタミンCなどの栄養分
も豊富で、心臓・血管の健康状態を改善する。夕顔をサツマ

方法は様々だ。価格は他の野菜と比べて安め。様々な効能

イモなどと合わせて煮込んだものを食べると便秘解消に、
夕

があることでも知られており、貧血や皮膚病の治療、便秘解

顔の干し皮を煮込んだものを飲めば糖尿病にも効果がある。

消などにも良い。ただし、肌に傷がある時に食べるとケロイド

ベトナムではよくスープの食材に使われているほか、
スムー

状の跡が残ってしまうこともあるので気を付けよう。

ジーに入れて飲む場合もある。

こんな料理が
おいしい！

にんにく炒め

こんな料理が
おいしい！

冷凍食品

海老餃子

揚げ春巻き

Ha Cao Tom

Nem

参考価格
4万VND

参考価格
5万2000VND

冷凍食品ブランド「バンブー／ Bamboo」の点心。皮は

ベトナム北部のブランド「ドイドゥアヴァン／ Doi Dua
Vang」による、
ベトナム名物の揚げ春巻き。南部でも流通し

用のソース付き。
日本など海外にも輸出されている。同ブラン

ている。ライスペーパーに包んだ状態で入っているので、油

ドを展開する
「ジーエヌフーズ／ GN Foods」
は、手ごろな価

で揚げるだけ。仕上がりはパリッとして、中には蟹と海老が

格の点心料理専門店「バンブーディムサム／ Bamboo
Dimsum」
をデパートのフードコートなどで運営している。

干し海老スープ煮込み

こんな風に
食べよう！

干しエビを鍋に入れて弱火で20
分程煮込む。夕顔の皮をむき、千
切りにしたものと、塩や鶏 がら
スープの素などの調味料を合わ
せて再度煮込み、夕顔の実が柔
らかくなったら完成。

先に薄く切ったニンニクを炒め
ておく。空芯菜は半生程度にゆ
でて水をよく切り、ニンニクと一
緒に強火で炒める。醤油など好
みの調味料を加えて一緒に炒め
ると美味しさアップ！

野菜

冷凍食品

1もっちりとして、海老のプリッと感も楽しめる。12個入りで専
日を支えるアプリたち

細かく切って米麺「ブン／ Bun」と一緒に食べたりと、調理

使いやすい商品をセレクト。

生活も仕事もスムーズに！

野菜

めに、スケッチのベトナム人編集者が、スーパーやマーケットなどですぐ見つかる食材の中から、日本人でも

野菜

レンジでチン！

入っていてジューシーだ。なお、揚げ 春 巻きは南 部では
「チャーヨー／ Cha Gio」
と呼ばれる。
こんな風に
食べよう！

油で揚げるだけ
春巻きは油に沈むくらいの量で
揚げると良い。そのほうが皮が
パリっとし、出来上がるまでの時
間も短くなる。弱火で揚げて、皮
が程よく茶色になったら完成だ。

2 ～ 3分電子レンジで温める、も
しくは蒸し器に100℃のお湯を
入れて7 ～ 8分蒸せば出来上が
り。簡単にできるので急いで弁当
を作りたい時などに最適だ。

缶詰

缶詰

にしんの
トマトソース煮

ビーツ

ティエンリーの花

パテ

Cu Den

Hoa Thien Ly

Pate

参考価格
2個7000VND

参考価格
100g5000VND

参考価格
1万7000VND

Ca Sot Ca
参考価格：1万VND

ボルシチでお馴染みの真っ赤な色が特徴で、盛り付けの

暑い時期に咲く淡い黄緑色の花のつぼみ。夜になると強

アクセントにぴったり。
その赤色はベタシアニンという強い抗

い香りを放つため香水としても利用される。食べると体を冷

（Banh Mi）
につけてよく食べられる。
「ヴィッサン／ Vissan」

豚の肝臓を加工したパテは、サンドイッチやバインミー

魚の缶詰ブランドは多数あるが、中でもベトナム食品加
工業の先駆者ともいわれる「ハロンカンフォコ／ Halong

酸化作用を持つ色素で、細胞ががん化することを防いでく

やす効果があり、夏によく食べられる。少しゆでてサラダに混

ブランドなら国内食品企業でも歴史が長く、信頼度も高いの

Canfoco」
ブランドの人気が高い。
カルシウムが豊富に含ま

れる。
また、鉄分やカリウムが豊富で、貧血や高血圧の予防、

ぜたり、炒め物に合わせたりするのが定番。食物繊維や各

で安心だ。味はとてもまろやかで強いクセもないため、他の食

れるニシンをトマトソースでじっくり煮込んでおり、身に味が

むくみの解消にも効果的。栄養価が高い分、食べすぎると

種ビタミンなど栄養成分を豊富に含み、睡眠や骨の痛みの

材と組み合わせて料理もしやすい。缶詰自体はプルタブ式

しっかりと浸透している。通常なら作るのに30分ほど手間が

腹痛などの症状が出ることもあるので注意しよう。

改善、
ダイエットの効果もある。

で簡単に開けられる。

かかるが、
この缶詰1つあればすぐに食べられる。

こんな料理が
おいしい！

豚骨スープ煮込み
ベトナムでは豚骨スープと一緒
に煮込むのが一般的。ジャガイモ
やニンジンなど好みの根菜を一
緒に入れてもいい。ただしビーツ
は固く、柔らかくなるまで時間が
かかるので先に煮込もう。

こんな料理が
おいしい！

牛肉炒め
ひと口大に切った牛肉を強火で、
ティエンリーの花と一緒に炒めよ
う。肉を入れずニンニクだけで炒
めても美味しい。好みで塩や胡
椒、オイスターソースなどの調味
料を加えよう。

こんな風に
食べよう！

炒飯に入れよう
冷蔵庫に入れて冷たくなったラ
イスをフライパンで炒め、ご飯が
黄色くなったらパテを入れよう。
ライスを冷蔵庫に入れるのはパ
ラパラ感が強まるため。好みで肉
や野菜を入れても良い。

こんな風に
食べよう！

熱々の白ご飯と一緒に
白いご飯のお供として。パンや
野菜と一緒に食べたり、スパゲッ
ティに入れる人もいる。缶を開け
てそのまま食べてもいいが、電子
レンジで温めても美味しい。

記念品や
お土産にも。

ベトナムのお弁当アイテム4選

日本ほど豊富ではないが、ベトナムでも探してみると様々なお弁当アイテムが見つかる。普段使いはもちろん、現地生活
の記念やお土産としてもおすすめできる、かわいらしいベトナム製商品やオリジナルブランドを4つ紹介しよう。

Vietnam

オーダーして
楽ちん!

お弁当を楽しく作れても、さすがに毎日だと負担が大きく、忙しくて時間の余裕がないときなど、たまには楽をしたくなる。

そんな時は、ハノイ＆ホーチミン市の弁当宅配専門店を知っておくと便利だ。

Hanoi

Hanoi

2段式弁当箱

たっぷりの野菜と
たくさんおかず

ベトナム風の箸

（ポリプロピレン＆
ステンレス製）

緊急時は、
お弁当宅配サービス

美しいケース
が
フォトジェニッ
ク

弁当日向

いて
専用袋が付
点
かわいさ満

照りマヨハンバーグ丼
（8万VND）

ベトナムのお弁当箱ブランド「トリノ」シリーズの1つ
「TN524M」
（49万8000VND）は、上部がポリプロピレン
製の器、下部がステンレス鋼製の器と分かれている。電子レ
ンジで使えるほか、
ステンレス鋼製の器は保温時間が8時間
と長く、麺やスープ料理にも最適。色や箱の種類は複数あ
る。注文はフェイスブックページなどで受け付けている。
Trino Shop
@trino.com.vn

Hanoi

定番のお弁当
メニューは
50種以上！

平成食堂
唐揚げ弁当
（10万8000VND）

ベトナム文化が感じられる製品を取り揃えたショップ「エン

和食店「匠」の日本人料理長が監修する、
オフィスや給

唐揚げ、
白身フライ、豚生姜焼きなど、
日本ではお馴染み

ポリアム」で販売。ベトナム産の堅木から作られた「箸／

食向けのお弁当宅配サービス。白身タルタルのり弁当、鯖

のお弁当から、豚生姜焼き＆唐揚げ、豚キムチ＆豚トンカツ
といった人気具材を組み合わせたガッツリ系のお弁当まで、

Chopsticks」
（1膳3万VND）
は四角型に削られ、軽くて触

味噌煮と金平ごぼう弁当など日替わりで、
ミックスサラダや味

り心地も滑らか。箸を包むケースは、
クジャク柄を取り入れた

噌汁も用意。宅配時間は月～金曜の11 ～ 12時。弁当価

50種以上を用意している。すべてのお弁当に味噌汁とご飯

ベトナムらしい生地「ヴァイコンコン／ Vai Con Cong」を

格は1個8万VND ～で、別途宅配料が必要。
フェイスブック

が付き、
ご飯は＋1万VNDで大盛りにできる。お弁当価格

使用していて、青や赤、緑などとてもカラフル。

ページでは日替わりメニューが毎週更新される。

は10万8000VND ～。定期的な注文も受け付けている。

Emporium

Bento Hinata

Heisei Shokudou

 39 & 172 Xuan Dieu St., Tay Ho Dist.
 093 641 9346
 9:00 ～ 20:00
@EmporiumHanoi
http://emporiumhanoi.com

 0168 330 7704
 9:00 ～ 17:00、
【宅配】11:00 ～ 12:00  前日17:00
 土・日曜、
祝日
@BentoHinata

 0123 956 5678 / 096 868 4221
 11:00 ～ 14:00 / 17:00 ～ 23:00
@heiseishokudou
heisei287

Hanoi

ランチョン
マット
美味しい料理に
華を添えてくれる

ベトナムの木製品やセラミック製品を取り扱う
「ティースノ

HCMC

2段式弁当箱
（竹製）
ナムの
箱からベト
わおう
味
を
気
囲
雰

HCMC

玄米も対応の
健康ランチ

一汁一菜
カツカレー弁当
（20万VND）
一汁一菜ランチ
（13万VND）

ウブティック」がおすすめするお弁当向け商品は、ベトナム
人職人が丁寧に作り上げた竹製のランチョンマット「ランチ
プレイス／ Lunch Place」
（5万VND）だ。色や柄は単色
だったりカラフルだったりと多種多様。竹製なのでとても軽く
持ち運びが簡単で、
また拭くだけで汚れがとれやすい。
Tsnow Boutique
 10A Bao Khanh Lane, Hoan Kiem Dist.
 094 523 6886 / 091 277 6124
 9:00 ～ 21:00
@tsnowboutique

HCMC

日系お弁当宅配の老舗

オフィスジパング

ベトナム北部の手工芸村チュオンミー
（Chuong My）
から

海外生活における野菜不足は、
「一汁一菜」
で解消しよ

1998年に開業。店主のこだわりは安全、便利、
リーズナ

取り寄せた、竹製で2段式の「ウェストレイクフードコンテ

う。スープジャーに入れた熱々の日替わりスープ、
日替わりお

ブルの3つ。食材は添加物や合成保存料などを使用してい

ナー／ West Lake Food Container」
（82万VND）
は、東

かず、玄米にも変更できるライスのランチキットは９万VND

ないものを厳選しているので、子どもも安心して食べられる。

南アジアのテーブルウェア＆キッチンウェアを取り扱う「サ

〜、袋にまとめられてオフィスに届く。宅配エリアはホーチミ

人気のお弁当はカツカレーや唐揚げ、野菜と雑穀米が入っ

デックディストリクト」で販売。職人によって丁寧に作られて

ン市内ほぼ全域。宅配料金は無料。10時までにLINEから

たヘルシー弁当など。栄養バランスも考えられている。配達

おり、奥行きは16cm、高さは計22cmある。乾き物や果物

オーダーするだけで完了。自宅への宅配も可能。

時間は11時～。宅配対象エリアは要問い合わせ。

の容器に適している。

Ichijyu Issai

Off ice Zipang

 24時間受付、
【宅配】11:30 ～ 13:00  10:00
@lunchvn
https://line.me/R/ti/p/%40rxe1863f

 (028) 2253 1726
 9:00 ～ 22:00、
【宅配】11:00 ～ 22:00  21:30
 hisanori@29ya.asia
Office Zipang

Sadec District
 91 Mac Thi Buoi St., Dist. 1
 (028) 3822 9909
 9:00 ～ 21:00
@SadecDistrict

