
私達はいつも、おいしいものをお客様へご提供したいと思います。おいしいも
のは心の扉を開く力があります。「食」を通じて“人と人を結ぶ処”それが「縁
結び」です。旬の食材が持つ“いのち”を大切にして一品一品真心を込めて
お作りします。是非「縁結び」の商品をご利用下さい。

「縁結び」

朝食用として人気のサンドウィッチと軽く食べられる商品
を詰め込みました お肉、お魚、副菜をバランスよく盛りつけたお弁当です

サンドウィッチBOX 松華堂弁当「のぞみ」EN-01 EN-02

12コマに長崎のおいしさを詰め込みました。おもてなしに
最適なお弁当です

長崎本格中華彩り12EN-03

目にも鮮やかで、お肉、お魚、お煮しめ、三色のご飯と
充実したお弁当です

九重彩り御膳EN-04

【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～18時です。
・アレルギー等は、別途お問合せください。

400個

300個

300個

400個30個 30個

20個 20個

1,000円（税込）

1,500円（税込）

1,000円（税込）

1,500円（税込）

500個対応/日



長崎中華街で昔から愛される人気のお料理を詰め込ん
だおもてなし弁当です

人気の混ぜご飯に、エビフライ、鮭、お煮しめとぎっしり
詰まったお弁当です

長崎本格中華蘭々 旬彩御膳EN-05 EN-06

柔らかな特選和牛を使用した焼肉に、てんぷら、煮物も
ついた肉メインのお弁当です

特選和牛御膳EN-07 B-04

【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～18時です。
・アレルギー等は、別途お問合せください。

200個

400個 300個15個 15個

10個

2,000円（税込）

3,000円（税込）

2,000円（税込）

500個対応/日「縁結び」

私達はいつも、おいしいものをお客様へご提供したいと思います。おいしいも
のは心の扉を開く力があります。「食」を通じて“人と人を結ぶ処”それが「縁
結び」です。旬の食材が持つ“いのち”を大切にして一品一品真心を込めて
お作りします。是非「縁結び」の商品をご利用下さい。



最大発注個数

最低発注個数

最低発注個数

松華堂弁当
料理長が真心を込めた

ホテル特製 松華堂弁当です。

NS-01

三色そぼろ弁当
彩り豊かで多彩な具材を使用した

一番人気のお弁当です。

NS-02

長崎の街を一望できる稲佐山の中腹に位置する、

料理と眺望自慢のホテルです。

様々なシーンでご利用頂ける、安全・安心の特製弁当を是非ご賞味ください。

「株式会社 長崎スカイホテル」

最大発注個数

【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、11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）

2,000円（税込）

10個

100個

10個

200個

900個対応/日



最大発注個数

最低発注個数

最低発注個数

三月(みづき)弁当
バラエティ豊かな

ホテル定番のお弁当です。

NS-03

幕の内弁当
リーズナブルでお手頃な

ホテル特製 幕の内弁当です。

NS-04

長崎の街を一望できる稲佐山の中腹に位置する、

料理と眺望自慢のホテルです。

様々なシーンでご利用頂ける、安全・安心の特製弁当を是非ご賞味ください。

「株式会社 長崎スカイホテル」

最大発注個数

【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、11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）

1,000円（税込）

10個

300個

10個

300個

900個対応/日



最大発注個数

最低発注個数

最低発注個数

炭火やきとり弁当
ながさきの鶏を使用し備長炭で心を込めて焼
き上げた炭火やきとりのお弁当です。

鳥政-01

A-02

「鳥政 ながさき」

【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、9時～22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）

10個

300個

300個対応/日

ながさきの地で守り続けた伝統の味!!

炭火で1本1本丁寧に焼いた最高の焼鳥を

極上の逸品に仕上げました、ご堪能下さい。

平素は格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。

私共、炭火やきとり鳥政は1983年9月に長崎の岩川町にて産声をあげました。

創業38年まだまだこれからの企業ですが、誠心誠意、お客様と向き合いこれからも

【私共の理念である】お客様が笑顔になって頂くという事を胸にお客様のお声を

第一に重んじ、安全安心の串とお客様においしいと言って頂ける焼きの技術と楽しく

くつろいで頂ける雰囲気作りに徹底してこだわりスタッフ一丸となって努力し続けて

おります。

「炭火やきとり 鳥政」

【恵美須町店】長崎市恵美須町6-18 Tel:095-895-7227        【長崎駅前店】長崎市大黒町8-2ｰ2F Tel:095-828-0456
【戸町店】長崎市新戸町2ｰ9-14 Tel:095-895-8681          【矢上店】長崎市矢上町254 Tel:095-839-5134
【滑石店】長崎市滑石町1-24-1 Tel:095-857-5144            【長与店】西彼杵郡長与町嬉里郷538-4 Tel:095-887-1774
【諫早貝津店】諫早市貝津町1761-1 Tel:0957-25-1750        【大村店】大村市杭出津1ｰ826ｰ13 Tel：0957-47-5255
【まっちゃん住吉店】住吉店 長崎市千歳町15-1 Tel:095-865-8581
【いけいけ松ちゃん元船店】 長崎市元船町8-1Tel:095-895-9800



最大発注個数

最低発注個数

最低発注個数

炭火やきとり
ながさきの鶏を使用し備長炭で心を込めて

焼き上げた炭火やきとりです。

鳥政-02

A-02

「鳥政 ながさき」

【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、9時～22時です。
・アレルギー等は、別途お問合せください。

2,500円 ～ （税込）

5個

100個

100個対応/日

ながさきの地で守り続けた伝統の味!!

炭火で1本1本丁寧に焼いた最高の焼鳥を

極上の逸品に仕上げました、ご堪能下さい。

「炭火やきとり 鳥政」

【恵美須町店】長崎市恵美須町6-18 Tel:095-895-7227        【長崎駅前店】長崎市大黒町8-2ｰ2F Tel:095-828-0456
【戸町店】長崎市新戸町2ｰ9-14 Tel:095-895-8681          【矢上店】長崎市矢上町254 Tel:095-839-5134
【滑石店】長崎市滑石町1-24-1 Tel:095-857-5144            【長与店】西彼杵郡長与町嬉里郷538-4 Tel:095-887-1774
【諫早貝津店】諫早市貝津町1761-1 Tel:0957-25-1750        【大村店】大村市杭出津1ｰ826ｰ13 Tel：0957-47-5255
【まっちゃん住吉店】住吉店 長崎市千歳町15-1 Tel:095-865-8581

【いけいけ松ちゃん元船店】 長崎市元船町8-1Tel:095-895-9800

【炭火やきとり盛合わせセット】

（Aセット・10本） 2,500円

●豚バラ2本 ●砂ずり2本 ●かしわ2本 ●アスパラ巻き2本 ●チーズ巻き2本

（Bセット・16本） 3,500円
●豚バラ2本 ●砂ずり2本 ●かしわ2本 ●鶏レバー2本 ●ささみ2本(梅・わさび・柚子胡椒）
●アスパラ巻き2本 ●チーズ巻き2本 ●うずら巻き2本

（Cセット・22本） 4,500円
●豚バラ2本 ●砂ずり2本 ●かしわ2本 ●鶏皮2本 ●ホルモン味噌2本 ●鶏レバ2本
●ささみ2本(梅・わさび・柚子胡椒） ●アスパラ巻き2本 ●チーズ巻き2本 ●うずら巻き2本

●山芋巻き2本 ※その他ご要望がございましたら何なりとご相談ください。



長崎港を一望出来る商業施設「長崎出島ワーフ」の１Fにあるカフェレストラン。

長崎名物の“トルコライス”や龍馬カプチーノ、本格ナポリピッツァなどあります。

「Delicious Restaurant Attic」

県内産野菜をたっぷりサンドしたサンドイッチ。 とんかつが乗った長崎名物。お茶付き。

野菜たっぷりサンドイッチBOX トルコライス弁当AC-01 AC-02

店舗にて提供している日替わりランチをお弁当に。

日替わり弁当AC-03

エビフライ、ヒレカツなどが乗ったボリューム満点の

トルコライス。

特製トルコライス弁当AC-04

【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、9時～20時です。
・アレルギー等は、別途お問合せください。

500個

500個

500個

500個10個 10個

10個 10個

1,000円（税込）

1,000円（税込）

1,000円（税込）

1,500円（税込）

500個対応/日



長崎県南島原で育てられた、安心・安全・高品質な豚肉を、
新鮮な植物油でじっくり揚げていきます。
おいしい「かつ」を、真心込めてご提供いたします。

「勝鹿」

南島原市芳寿豚とんかつ
芳寿豚とんかつ、甘鯛フライ、雲仙ハム、フルーツ

勝鹿とんかつ弁当 勝鹿御膳aKT-01 KT-02

玉子＆メンチカツサンドKT-03 フィッシュ＆玉子サンドKT-04

【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。
・ご注文は14日前まで受付ます。数量変更は7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～18時です。
・アレルギー等は、別途お問合せください。

400個

300個

300個

400個30個 30個

20個 20個

1,000円（税込）

650円（税込）

1,500円（税込）

650円（税込）

500個対応/日

商品入替中の為
詳細はお問合せ下さい

商品入替中の為
詳細はお問合せ下さい



ロース＆玉子サンドKT-05 EN-0

EN-07 B-04

400個 15個

700円（税込）

500個対応/日「勝鹿」

長崎県南島原で育てられた、安心・安全・高品質な豚肉を、
新鮮な植物油でじっくり揚げていきます。
おいしい「かつ」を、真心込めてご提供いたします。

【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。
・ご注文は14日前まで受付ます。数量変更は7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～18時です。
・アレルギー等は、別途お問合せください。


