
最大発注個数

最低発注個数 5個

最低発注個数

1,000個

昭和40年創業以来、『一粒のお米にもまごころを』をモットーに

お客様のニーズにあったお弁当を提供させていただきます。

「仕出し・弁当・折詰 ほんだ商店」

ミニオランダ弁当

色々な料理を少しずつお楽しみいただける

お手頃なお弁当です

HD-01

5個

500個

紫陽花弁当

煮物・焼き物・揚げ物などの料理と二種の
ご飯が入ったお弁当です

HD-02

【注意事項】
・全てのお弁当は、紙パックお茶付きです。内容は季節によって変わる場合がございます。
・ご注文は14日前迄受付ます。変更期限以降のキャンセルは、キャンセル料をいただきます。
・提供可能時間は、8時30分～16時です。
・アレルギー等は、別途お問合せください。

1,000円（税込）

1,500円（税込）

1,000個対応/日

最大発注個数



1,000個

和・華・蘭弁当

5個

ほんだの一番人気のお弁当！四季折々の
長崎らしい食材を使い、品数もボリュームも
たっぷりです

長崎卓袱弁当

昭和40年創業以来、『一粒のお米にもまごころを』をモットーに

お客様のニーズにあったお弁当を提供させていただきます。

「仕出し・弁当・折詰 ほんだ商店」

【注意事項】
・全てのお弁当は、紙パックお茶付きです。内容は季節によって変わる場合がございます。
・ご注文は14日前迄受付ます。変更期限以降のキャンセルは、キャンセル料をいただきます。
・提供可能時間は、8時30分～16時です。
・アレルギー等は、別途お問合せください。

長崎料亭風の多彩なお料理と二種のご飯が
入った華やかでおもてなし向きのお弁当です

5個

2,000円（税込）

1,200円（税込）

1,000個対応/日

300個

HD-03

HD-05



最大発注個数

最低発注個数 30個

最低発注個数

250個

ポルトボヌール自慢のふんわり角食パンを使用し、お手軽に食べられるサ

ンドイッチです。

「porte bonheur ポルトボヌール」

サンドイッチ詰合せ A

将大-01

30個

250個

サンドイッチ詰合せ B
長崎県産の豚ロースカツをサンドしました。自家製
胡麻ドレッシングをブレンドした味噌ダレ特製ソー
スです。

将大-02

最大発注個数

【注意事項】
・ご注文、数量の変更は14日前まで受付ます。変更期限以降のキャンセルは、キャンセル料をいただきます。
・アレルギー等は、別途お問合せください。
・提供可能時間は、11時～15時です。

1,000円（税込）

1,000円（税込）

500個対応/日

長崎県産の豚ロースカツをサンドしました。自家製
胡麻ドレッシングをブレンドした特製ソースです。



200個

長崎和牛をステーキ＆ビーフシチューの2種類でお楽し
みいただけます。季節の魚、野菜も盛り込みました。

ハンバーグ・エビフライ・ヒレカツ・パスタ・ドライカレーが
入った、長崎を楽しめるトルコライスです。

200個

長崎和牛御膳

200個

200個

とっても豪華なトルコライス岩崎-01 岩崎-02

10個 10個

10個

角煮・鶏のカシューナッツ炒め・エビチリ・春巻き・シュウマ
イなど、たっぷりと中華をお楽しみいただけるお弁当です。

色とりどり中華弁当岩崎-03

じっくり煮込んだビーフシチューとジューシーなハンバー
グ弁当です。

ハンバーグと

ビーフシチュー弁当
岩崎-04

10個

長崎の地で仕出し・お弁当屋として皆様に親しまれ、創業29年を迎える膳菜家。
日替わり弁当や会議用弁当の配達から、冠婚葬祭・ご家庭への仕出し弁当ま
で、ご要望に合わせてお作りしています。

㈱岩崎商事グループ 膳菜家

【注意事項】
・全てのお弁当は、お茶等ドリンク付きです。内容は季節によって変わる場合がございます。
・ご注文、数量の変更は14日前まで受付ます。変更期限以降のキャンセルは、キャンセル料をいただきます。
・提供可能時間は、8時～18時です。
・アレルギー等は、別途お問合せください。

3,000円（税込）

1,500円（税込）

1,500円（税込）

1,500円（税込）

600個対応/日

膳



どんっと大きなエビフライ２本と帆立フライが楽しめるお
弁当です。

大きなエビフライ
と帆立フライ弁当

ミックスサンドとカツサンドの２種に彩り野菜を加えたお
弁当です。

サンドウィッチ弁当

唐揚・チキンステーキ・手羽煮込みが入ったALLチキン
弁当です。

チキンづくしの弁当

一口ステーキ弁当

サクッと揚がったロースカツとヒレカツをたっぷり詰め込んだ
お弁当です。

ロースカツと

ヒレカツ弁当

ふっくらと焼いた鰻重をお楽しみください。

鰻重

岩崎-05 岩崎-06 岩崎-07

岩崎-08 岩崎-09 岩崎-10

200個

10個

200個

10個

200個

10個

200個

10個

200個

10個

200個

10個

肉の旨味を凝縮したジューシーなステーキ弁当です。

【注意事項】
・全てのお弁当は、お茶等ドリンク付きです。内容は季節によって変わる場合がございます。
・ご注文、数量の変更は14日前まで受付ます。変更期限以降のキャンセルは、キャンセル料をいただきます。
・提供可能時間は、8時～18時です。
・アレルギー等は、別途お問合せください。

1,500円（税込） 1,500円（税込） 1,500円（税込）

1,500円（税込） 2,000円（税込） 2,000円（税込）

㈱岩崎商事グループ
膳菜家

膳菜家LINE QRコード

いなり・巻き寿司・穴子棒寿司をお楽しみいただける弁
当です。

寿司弁当岩崎-11

200個

10個

2,000円（税込）

㈱岩崎商事グループ 膳菜家 姉妹店
長崎馳走＆バル ﾎﾞﾝﾎﾞﾔｰｼﾞ 長崎市大黒町8-1
炉ばた居酒屋 炉談 長崎市中町5-32-2F
うたげや 炉談 長崎市浜口町12-9

パーティールーム カラオケ ﾍﾞﾙｶﾝﾄ 長崎市大黒町7-18-2F
ﾌﾟﾃｨｽﾅｯｸ Viv(ｳﾞｨｳﾞｨ) 長崎市大黒町8-1-B1F

膳
毎日のお弁当から、会議・冠婚葬祭で
お集まりの際の仕出し弁当まで、
真心を込めてお作りしています。



梅の花のチャイナ業態の食材を
取り入れたお弁当

梅の花のスタンダードのお弁当

500個

梅の花ハンバーグ弁当

梅の花中華弁当UH-01 UH-02

20個

梅の花の定番と
豆腐ハンバーグのお弁当

梅の花和食弁当

UH-03

「湯葉と豆腐の店 梅の花」ではお客様の健康を考えて、安心してお召し上がり
いただける素材を吟味し、一品一品を丁寧に、丹精込めて作っています。

「梅の花 メルカ長崎店」

【注意事項】
・全てのお弁当は、お茶付きです。内容は季節によって変わる場合がございます。
・ご注文は１４日前まで受付ます。変更期限以降のキャンセルは、キャンセル料をいただきます。
・提供可能時間は、11時～14時です。
・アレルギー等は、別途お問合せください。

2,200円（税込）

1,800円（税込） 1,800円（税込）

300～500個対応/日

【平日】昼11時～15時30分(14時30分OS)
夜17時～21時30分(20時30分OS) 
【土日祝】昼11時～16時(15時OS)
夜17時～22時(21時OS) 

500個

500個

20個

20個



最大発注個数

最低発注個数 20個

1,000個

SH-01

A-02

1,500円（税込）

1,000個対応/日
「ホテルセントヒル長崎」

出島メッセ長崎から徒歩12分。小高い丘に立地するエキゾチックな

ホテルです。スタッフのおもてなしと笑顔に自信があります。

長崎を感じられるようなお料理をお届けいたします。

長崎うまかもん弁当 華

長崎のうまかもんをギュっと詰め込みました！

地元の食材をお楽しみください。

【注意事項】
・全てのお弁当は、お茶等ドリンク付きです。内容は季節によって変わる場合がございます。
・ご注文、数量の変更は14日前まで受付ます。変更期限以降のキャンセルは、キャンセル料をいただきます。
・提供可能時間は、10時～20時です。
・アレルギー等は、別途お問合せください。

お品書き

・長崎皿うどん

・オランダ風車豚の煮込み

・しまばら鶏の唐揚げ

・長崎ハトシ

・焼き魚

・五島で育った三菜

・長崎しっぽく漬

・季節のデザート

・三色ごはん

連日、ご注文の場合は内容を変更いたしますので
ご相談ください。

SH-01



最低発注個数 20個

最大発注個数 1,000個

SH-01

A-02

2,000円（税込）

1,000個対応/日
「ホテルセントヒル長崎」

出島メッセ長崎から徒歩12分。小高い丘に立地するエキゾチックな

ホテルです。スタッフのおもてなしと笑顔に自信があります。

長崎を感じられるようなお料理をお届けいたします。

長崎うまかもん弁当 麗

長崎のうまかもんをギュっと詰め込みました！

地元の食材をお楽しみください。

【注意事項】
・全てのお弁当は、お茶等ドリンク付きです。内容は季節によって変わる場合がございます。
・ご注文、数量の変更は14日前まで受付ます。変更期限以降のキャンセルは、キャンセル料をいただきます。
・提供可能時間は、10時～20時です。※サンドイッチBOXは6:30から対応可能です。
・アレルギー等は、別途お問合せください。

SH-02

SH-03

サンドイッチBOX

モーニングセミナー等でご利用ください！

1,100円（税込）

【長崎うまかもん弁当 華】に佐世保レモンステーキ、
長崎県産アジフライ、長崎あご出汁シュウマイなどを
グレードアップした内容になっています。

20個

最大発注個数

最低発注個数

1,000個


