
最大発注個数

最低発注個数 10個

最低発注個数

500個

お店の説明

長崎ならではの新鮮な食材をふんだんに盛り込み、四季折々、旬の食材

を活かした料理を提供しております。

「割烹こじま」

割烹こじま お弁当 梅
割烹こじまお手製のリーズナブルなお弁当で
す。

KJ-01

5個

10個

割烹こじま 松花堂弁当
優美さが漂う彩り豊かな松花堂弁当です。

※刺身は別のお料理に変わります。

KJ-02

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10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。

1,000円（税込）

3,000円（税込）

500個対応/日



最大発注個数

最低発注個数 10個

最低発注個数

500個

お店の説明

長崎ならではの新鮮な食材をふんだんに盛り込み、四季折々、旬の食材

を活かした料理を提供しております。

「割烹こじま」

割烹こじま お弁当 松
割烹こじま自慢のお料理を詰め込んだ特製
のお弁当です。

KJ-03

10個

500個

割烹こじま お弁当 竹
割烹こじま自慢のお料理を詰め込んだお弁当
です。

KJ-04

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10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。

2,000円（税込）

1,500円（税込）

500個対応/日



最大発注個数

最低発注個数 10個

最低発注個数

1,000個

寿司店から始まり創業六十有余年、仕出し料理専門店が自信をもってお

届けします。地元長崎の食材を使った長崎の味をご賞味ください。

「いろは本店」

おにぎり弁当
商品の説明

朝食弁当です。手軽にとれる軽食にもどうぞ

IR-01

10個

1,000個

サンドウィッチ
商品の説明

サンドウィッチの他手軽につまめるおかず入り

IR-02

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10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～19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



1,000個

商品の説明

炊き込みご飯のお弁当「角煮飯」「鯛めし」を選べます

商品の説明

和・華・蘭の食文化を一つのお弁当でご賞味ください

1,000個

長崎まぜ飯弁当

60個

1,000個

和華蘭弁当（わからんべんとう）IR-03 IR-04

10個 10個

10個

商品の説明

長崎名物卓袱料理を模したお弁当です。

長崎卓袱弁当IR-05

商品の説明

懐石料理を意識し。旬の地元の味覚を堪能できる松花
堂です。

松花堂IR-06

10個

「いろは本店」

【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10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～19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）

2,000円（税込）

1,500円（税込）

3,000円（税込）

1,000個対応/日

寿司店から始まり創業六十有余年、仕出し料理専門店が自信をもってお

届けします。地元長崎の食材を使った長崎の味をご賞味ください。



最大発注個数

最低発注個数 5個

最低発注個数

2,000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

1,000個

紫陽花弁当

商品の説明

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

最大発注個数

【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10日前迄、数量の変更は3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～18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）

1,500個対応/日



2,000個

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。

お米にもこだわり、長崎の素材の良さを引き出した

懐石料理を品数豊富にお楽しみいただけます

500個

和・華・蘭弁当

個

70個

長崎鶴港懐石HD-03 HD-04

5個 3個

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HD-05

商品の説明

テキストテキストテキストテキストテキストテキス

商品名B-04

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」

【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10日前迄、数量の変更は3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～18時です。
・アレルギー等は、別途お問合せください。

2,000円（税込）

1,200円（税込）

3,000円（税込）

1,500円（税込）

1,500個対応/日



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10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。



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10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10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10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



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10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

人気のちらし寿司に、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10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

長崎うまかもんトルコライスBOX

長崎名物トルコライスをBOX風お弁当箱に！

地元の食材と長崎愛を詰め込んだ商品です。

SH-01

お品書き

・和牛と県産豚の自家製手ごねハンバーグ

・長崎和牛のレモンソース

・ドライカレー

・スパゲッティナポリソース

・長崎県産アスパラガスを使ったサラダ

・カステラのフレンチトースト風

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。

「ホテルセントヒル長崎」

【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10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～20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）

10個

400個

400個対応/日



最大発注個数

最低発注個数

長崎しっぽく弁当

長崎伝統の料理である卓袱料理をお弁当に!

大きな角煮が特徴の商品です。

SH-02

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。

「ホテルセントヒル長崎」

【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10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～20時です。
・アレルギー等は、別途お問合せください。

2,000円（税込）

10個

400個

400個対応/日

お品書き

・ハトシ揚げ

・カレイの西京焼き

・鶏八幡巻

・厚焼き玉子

・コールドビーフ

・長崎アスパラガス

・無頭海老旨煮

・豚角煮ご飯



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10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



最大発注個数

最低発注個数

最低発注個数

Dejima弁当

長崎の食材を使用したホテルらしい洋食弁当です。

HT-01

Glover弁当
和食、中華、西洋料理を取り入れて長崎の食材と
異国より伝わった食文化を融合させたお弁当です。

HT-02

長崎駅の西口正面に位置し、MICE施設「出島メッセ長崎」に隣接する長崎の
新しいランドマークホテル「ヒルトン長崎」

「ヒルトン長崎」

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10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～19時です。※時間外につきましては事前にご相談ください。
・アレルギー等は、別途お問合せください。

10個

250個

10個

250個

1,800円（税込）

1,800円（税込）

250個対応/日

※image photo



最大発注個数

最低発注個数

最低発注個数

和華蘭弁当
長崎の和華蘭文化を取り入れたより長崎を感じ取
れるお弁当です。

HT-03

サンドイッチ

美味しいパンに新鮮な食材をサンドしています。

HT-04

「ヒルトン長崎」

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10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～19時です。※時間外につきましては事前にご相談ください。
・アレルギー等は、別途お問合せください。

10個

250個

10個

100個

2,500円（税込）

1,500円（税込）

250個対応/日

長崎駅の西口正面に位置し、MICE施設「出島メッセ長崎」に隣接する長崎の
新しいランドマークホテル「ヒルトン長崎」



最大発注個数

最低発注個数

最低発注個数

皿うどん
長崎名物、皿うどん。

本場長崎中華街の味！

会楽-01

エビチリ弁当
エビチリに加え、長崎名物ハトシなど、

本格中華弁当に仕上げました。

会楽-02

会楽園は中国福建省出身の先代が昭和２年に創業した中国料理店です。

これまで長い間、地元の皆様のご支援と全国の皆様のお引き立てをいただ
き、今日を迎えております。先代に引き続き、お客様に感謝の気持ちと真心
を込めてお作りした美味しいお料理をご提供できるよう努めて参ります。

「会楽園」

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10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～16時です。
・アレルギー等は、別途お問合せください。

50個

200個

50個

300個

1,000円（税込）

1,500円（税込）

300個対応/日



最大発注個数

最低発注個数

最低発注個数

長崎ふぐ海苔弁当 「福めし」
長崎で水揚げされた天然シマふぐを贅沢に使用しま
した。ふぐの天ぷら、ふぐダシ炊き込みご飯、ふぐダ
シ巻卵、ふぐ南蛮漬け等、ふぐ三昧のお弁当です。

中﨑-01

長崎ふぐ三昧揚げセット（1人前）
人気のふぐ問屋オリジナルの揚げ物セットです。
ふぐ唐揚げ、ふぐフライ、ふぐから竜田揚げ、茂木
かんぼこが入っています。

中﨑-02

「ふぐ問屋 なかざき」

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10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30分～15時です。夕方以降は要相談とさせて頂きます。
・アレルギー等は、別途お問合せください。
・アレルゲンは義務7品目を対象範囲としています。
・本製品は小麦、そば、卵、乳、落花生、えび、かに、いか、その他魚介類と同じ加工場で取り扱われております。
・本製品は完全なアレルギー対応商品ではございません。

20個

100個

50P

200P

1,500円（税込）

850円（税込）

100個対応/日

長崎市茂木町にて昭和38年よりふぐ問屋を営んでおります。実は長崎は
養殖ふぐの生産量が日本一です。ふぐを熟知した弊社だからできるふぐの
お料理をご提供させて頂きます。長崎自慢のふぐをたくさんの方々に召し上
がって頂けると幸いです。また、弊社内には新鮮なふぐを召し上がることが
できるお食事処「漁師飯 なかざき」がございます。お昼はふぐダシうどん、
夜はふぐのコース料理を提供しております（夜は要予約）。

🐡 ふぐから竜田揚げは骨付きです
🐡 アレルギー非対応です

🐡 最大発注個数以上の

ご注文は要相談です

🐡 アレルギー非対応です



長崎市茂木町にて昭和38年よりふぐ問屋を営んでおります。実は長崎は養殖ふぐの
生産量が日本一です。ふぐを熟知した弊社だからできるふぐのお料理をご提供させ
て頂きます。長崎自慢のふぐをたくさんの方々に召し上がって頂けると幸いです。ま
た、弊社内には新鮮なふぐを召し上がることができるお食事処「漁師飯 なかざき」が
ございます。お昼はふぐダシうどん、夜はふぐのコース料理を提供しております（夜は
要予約）。

「ふぐ問屋 なかざき」

ふぐバッテラは大変珍しい商品です。ふぐ問屋
だからできるふぐのバッテラをお楽しみ下さい。

ふぐは「福」とも呼ばれ、縁起の良いお魚です。
ぜひパーティーでお召し上がり下さい。

長崎ふぐ炙りバッテラ（2貫入/1P） 長崎トラふぐ刺し盛（1人前）
中崎-03 中﨑-04

炙りふぐとふぐを錦糸卵で包み込んだ2種類の
手毬寿司です。見た目も華やかな商品です。

長崎ふぐ手毬寿司（3貫入/1P）中﨑-05 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10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30分～15時です。夕方以降は要相談とさせて頂きます。
・アレルギー等は、別途お問合せください。
・アレルゲンは義務7品目を対象範囲としています。
・本製品は小麦、そば、卵、乳、落花生、えび、かに、いか、その他魚介類と同じ加工場で取り扱われております。
・本製品は完全なアレルギー対応商品ではございません。

100P

100P 100P50P 50P

50P

700円（税込）

700円（税込）

1,200円（税込）

100P対応/日

🐡 全てアレルギー非対応商品です

🐡 最大発注個数以上のご注文は要相談です

🐡 「中﨑-02」～「中﨑-05」までは

パーティー用単品商品です

🐡 「中﨑-02」～「中﨑-05」のパーティー用単品

商品にはドリンクは付いておりません



最大発注個数

最低発注個数

もってこい弁当
旬の食材を使った、彩り豊かなお弁当です。

ひとくちごとのお料理に心と技が光ります。

PN-01

A-02

和洋中のレストランやバー、多様多種な宴会場を備え、日常使いではもちろ
んのこと、ビジネスやお祝いごとなど様々な集いの場所としてご利用いただ
けます。またJR長崎駅に隣接しており、ビジネスのみならず市内観光にも便
利な立地です。

「ホテルニュー長崎」

【注意事項】
・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10日前まで受け付けます。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。
・6月～9月は販売を休止させていただきます。
・アレルギー等は、別途お問合せください。

10個

50個

3,000円（税込）

50個対応/日



大人気の牛すじ黒カレー専門店。

『コスパ最高！』を掲げて、低価格でご提供しております。

「黒丸カレー住吉店」

国産牛すじ肉・黒ごまペーストベースのソースに、

30種類のスパイスを使ったカレー弁当。

がっつりお召し上がりたい方は、大盛がオススメです！

牛すじ黒カレー弁当（並） 牛すじ黒カレー弁当（大）ミツ-01 ミツ-02

B-03

【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10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45分～19時です。（年末年始は除く）
・アレルギー等は、別途お問合せください。

100個 100個10個 10個

800円（税込） 900円（税込）

100個対応/日



福まん家のから揚げは、雑味のない上品な味わいの平戸のあご出汁と貴重
な長崎・五島列島の椿油を使い少し甘めな味付けで丁寧に仕込んでいます。
長崎ならではの食材や味付けにこだわった『福まん家』のからあげ弁当をど
うぞ。

「福まん家蛍茶屋店」

毎日3万個売れる、あご出汁唐揚げ弁当。特製タレ付き。 あご出汁唐揚げに、ガーリックパウダーをのせニンニク
風味のガツンと効いたから揚げ弁当です。

プレーン弁当 ガーリック弁当ミツ-03 ミツ-04

あご出汁唐揚げに、甘酸っぱいソースがかかった

お弁当です。

ミラクル弁当ミツ-05

【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10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45分～19時です。（定休日(月)、年末年始除く）
・アレルギー等は、別途お問合せください。

100個

100個 100個10個 10個

10個

800円（税込）

800円（税込）

800円（税込）

100個対応/日



最大発注個数

最低発注個数

最低発注個数

坂本-01

坂本-02

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10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～17時です。
・アレルギー等は、別途お問合せください。

5個

100個

5個

100個

1,000円（税込）

3,000円（税込）

100個対応/日

角煮めし弁当＋お茶
卓袱料理を代表する豚の角煮。そのたれで炊き上げた和風
おこわの上に一口大の角煮をたっぷりのせて仕上げました。
冷めても美味しいとろとろほろりの角煮を存分にお楽しみく
ださい。

松花堂弁当(華)＋吸物＋お茶
地元 長崎の旬の食材を料理人の技で彩りも美しく仕上
げました。長崎らしさ満載の目にも鮮やかな本格松花堂。
昆布と鰹のだしのきいたお吸物も食通を唸らせます。



HT-05

HT-06

HT-07

HT-08

HT-09

HT-10

HT-11

長崎駅の西口正面に位置し、MICE施設「出島メッセ長崎」に隣接する
長崎の新しいランドマークホテル「ヒルトン長崎」

「ヒルトン長崎」

ホテルの味とおもてなしをお届けするヒルトン長崎のケータリングサービス。

立食形式でのお食事とフリードリンクがセットになったパーティープランです。

パーティープラン（立食）

ホテルの味とおもてなしをお届けするヒルトン長崎のケータリングサービス。

着席形式でのお食事とフリードリンクがセットになったパーティープランです。

パーティープラン（着席）

ホテルのシェフが手掛ける自慢のフィンガーフードとフリードリンク（3種）がセットになったパーティープラン。

大切なお客様を迎えるウェルカムパーティーに最適のプランです。

ｶｸﾃﾙﾊﾟｰﾃｨｰﾌﾟﾗﾝ

スナックメニューにフリードリンク（3種）がセットになったアフターパーティープランです。

パーティーの余韻に浸りながら楽しい時間を過ごす二次会に最適です。

ｱﾌﾀｰﾊﾟｰﾃｨｰﾌﾟﾗﾝ

フェアトレードコーヒーを使用したホテル自慢のコーヒーを各会場のお席までホテルスタッフが個別にご提
供いたします。

コーヒー（ﾌﾙｻｰﾋﾞｽ）

フェアトレードコーヒーを使用したホテル自慢のコーヒーを陶器のカップで一式を各会場にお届けしセッ
ティングいたします。ご自身でご自由にお召し上がりいただけます。

コーヒー（ｾﾙﾌ/陶器）

フェアトレードコーヒーを使用したホテル自慢のコーヒーを持ち運び可能な紙コップで一式を各会場にお届
けしセッティングいたします。ご自身でご自由にお召し上がりいただけます。

コーヒー（ｾﾙﾌ/紙ｺｯﾌﾟ）

………………………9,000円～（税込）

500個 30個

……………………10,000円～（税込）

………………………5,000円～（税込）

………………………3,500円～（税込）

………………………………660円 （税込）

300個 30個

100個 10個

100個 10個

300個

500個 10個

800個 10個

10個

………………………………400円 （税込）

………………………………300円 （税込）



【注意事項】
・ご注文、数量の変更は10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～19時です。
・アレルギー等は、別途お問合せください。
・季節により内容が変更になる場合がございます。

【カクテル＆パーティープラン】

【パーティープラン】



最大発注個数

最低発注個数

最低発注個数

コーヒーケータリング
フルサービス（蓋付紙コップ）

学会・イベント等の参加者サービスとして、どうぞ！！

米粉-01

控室・少人数向け
コーヒーケータリング
セルフサービス（磁器/グラス）

おもてなしセット(個包装布おしぼり、ステイッ
クシュガー、コーヒーフレッシュセット)

米粉-02

JR浦上駅の横にある「スペシャルティコーヒーと米粉のお菓子」

のお店

「KOMEKOYA COFFEE STANDS」

最大発注個数

学会・イベント向け

【注意事項】
・ご注文、数量の変更は10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。提供時間はご相談可能です。
・アレルギー等は、別途お問合せください。
・ケータリングについては、お申し込み後内容・金額等調整しますのでお気軽にお問い合わせください。

100個

1,000個

10個

1,000個

555円（税込）

435円（税込）

1,000名対応/日

詳細は裏面参照

詳細は裏面参照



E-09

E-10

E-11

E-12

E-13

米粉-03

商品の説明

テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキス

商品名

商品の説明

テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキス

商品名

商品の説明

テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキス

商品名

商品の説明

テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキス

商品名

商品の説明

テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキス

商品名

自社で焙煎したスペシャルティコーヒー豆を使用。香りが良くバランスのとれたスッキリとした味わいが特
徴です。ホット、アイスともに蓋付きになります。必要に応じましてスティックシュガー、ミルクをご準備致し
ます。

さっぱりとした甘さでコーヒーが苦手な方にもオススメです。アイスカップは蓋付きになります。

さっぱりレモネード(蓋付)
フルサービス

【注意事項】
・ご注文、数量の変更は10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～18時です。提供時間はご相談可能です。
・アレルギー等は、別途お問合せください。
・ケータリングについては、お申し込み後内容・金額等調整しますのでお気軽にお問い合わせください。

……………………………1,500円（税込）

……………………………1,500円（税込）

……………………………1,500円（税込）

……………………………1,500円（税込）

……………………………1,500円（税込）

……………………………335円（税込）

……………………………390円（税込）

個個

個個

個個

個個

個個

10個

10個1,000個米粉-04

1,000個

コーヒーケータリング
(紙コップ蓋付)
セルフサービス



旬の食材や長崎の地魚を使って、シェフが丹精込めて仕上げた上質なお食事
を提供します。アレルギーやビーガン対応できます。お食事にあうワインなどの
お飲み物もご用意しております。

「Wine kitchen 華花」

気軽につまめるピンチョスから、本格フレンチのヴェリー
ヌまで多彩なメニューをご用意。写真はヴェリーヌです。

洋風オードブルです。

写真は５名様分の盛り合わせです。

フィンガーフード オードブル各種華花-01 華花-02

チーズ各種の盛り合わせをワインとご一緒に

お楽しみいただけます。

学会のワイン＆チーズ華花-03

前菜、サラダ、パスタ、メイン（魚、肉）、デザート、パン、
スープ 全１１品 和風メニューも対応できます。

おひとり様ディナー弁当華花-04

【注意事項】
・ご注文、数量の変更は10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、7時～23時です。
・アレルギー等は、別途お問合せください。
・ケータリングについては、お申し込み後内容・金額等調整しますのでお気軽にお問い合わせください。

150個

150個

150個

150個10個 10個

10個 10個

2,000円～

10～150名対応/日

2,500円～

2,000円～

3,000円～



華花-05

華花-06

華花-07

華花-08

華花-09

世界各国から100種類ものワインの品揃え。スパークリング・赤・白に加えて、貴腐ワインやオレンジワイ
ンなどもご準備できます。

ワイン各種

ご予算に応じて、缶・生ビールをご用意いたします。

ビール

長崎県産の日本酒

日本酒

長崎県産の焼酎（麦・芋）

焼酎

食後のホットコーヒー

コーヒー

【注意事項】
・ご注文、数量の変更は10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、7時～23時です。
・アレルギー等は、別途お問合せください。
・ケータリングについては、お申し込み後内容・金額等調整しますのでお気軽にお問い合わせください。

……………………………330円～（税込）

……………………………440円～（税込）

……………………………330円～（税込）

……………………………220円（税込）

150個

10個150個

10個150個

10個150個

10個150個

10個

……………………………440円～（税込）



最大発注個数

最低発注個数

最低発注個数

カフェ＆ドリンクケータリング
自家焙煎コーヒーやソフトドリンク、お酒もご
用意出来ます。

AC-05

和華蘭オードブルケータリング
長崎らしい料理を中心に和洋中4〜5名様盛り
のオードブル。

AC-06

長崎出島ワーフにある「Attic」のケータリング店舗。

大人気の“龍馬カプチーノ”などのコーヒーや、生ビールやカクテルのアル

コール等のドリンク、フードケータリングも行っております。

「ATTIC COFFEE」

最大発注個数

【注意事項】
・ご注文、数量の変更は10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。
・ケータリングについては、お申し込み後内容・金額等調整しますのでお気軽にお問い合わせください。

100杯

1500杯程度

100名分

500名程度

お一人様 1,000円～（税込）

お一人様 1,200円～(税込)

1,500名対応/日



コン-01

コン-02

コン-03

コン-04

コン-05

E-07

「株式会社コングレ」

いろはす
285ml

いろはす
555ml

綾鷹
280ml

綾鷹
525ml

商品の説明

テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキス

商品名

常温 ………………………………100円（税込）

要相談 1個

………………………………130円（税込）

………………………………130円（税込）

………………………………150円（税込）

……………………………）

1個

1個

1個

個 個

1個

【注意事項】
・ご注文、数量の変更は10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、7時～22時です。
・常温でのお渡しでございます。冷蔵をご希望の方はパントリー(有料)をご利用ください。

………………………………160円（税込）

からだ
すこやか茶W
350ml

常温

常温

常温

常温

要相談

要相談

要相談

要相談



コン-06

コン-07

コン-08

E-15

E-16

E-17

ジョージア
香るブラック
260ml

エメラルドマウンテン
グラン微糖
ディープブラック
185ml

H500×W610×D100
PET製 厚さ0.5㎜ 高透明度
約500ｇ

ケータリング用
飛沫防止透明
パーテーション

商品の説明

テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキス

商品の説明

テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキス

商品名

商品の説明

テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキス

商品名

商品の説明

テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキス

商品名

発注：2週間前まで

常温
……………………………130円（税込）

……………………………110円（税込）

……………………………990円（税込）

……………………………1,500円（税込）

……………………………1,500円（税込）

……………………………1,500円（税込）

……………………………1,500円（税込）

要相談

1個

1個要相談

個個

個個

個個

1個

要相談

常温

610mm



長崎駅ビルに店舗を構える、長崎お土産 専門店

カステラ・ちゃんぽん・枇杷ゼリー 定番のお土産から、九十九島せんぺい

や、五島うどん等、県域のお土産をセレクトしております。

カステラ・茂木枇杷ゼリー・よりより・そのぎ茶
定番お菓子のセット (会議などに重宝の一品)

月餅・よりより・そのぎ茶 中華菓子のセット
(ランタンの季節などに)

長崎おやつ 枇杷ゼリー 長崎おやつ 中華菓子スミ-01 スミ-02

カステラをラスクにした、長崎ラスク・よりより・そのぎ茶

(長崎らしさをお手軽に楽しめます)

長崎おやつ 長崎ラスクスミ-03

【注意事項】
・ご注文、数量の変更は10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～19時です。
・アレルギー等は、別途お問合せください。
・30個以上のご注文の場合の変更は、2週間前迄にお知らせください。

要相談

要相談 要相談5個 5個

5個

770円（税込）

540円（税込）

480円（税込）

5個～ 対応/日「長崎お土産 すみや」

アミュプラザ長崎支店

ホテルニュー長崎支店

※長崎おやつ
セット内容のオーダー
も承ります。



チョコレートソースとバナナを合わせた定番クレープ

チョコバナナ 

オリジナルクリームにチョコチップとチョコソースをトッピング

チョコチップクリーム 

オリジナルクリームにキャラメルソースとナッツをトッピング

キャラメルナッツ 

３種のチーズを合わせたNYチーズとストロベリーソースを
トッピング

ストロベリチーズ 

オリジナルクリームにカスタードクリームを合わせた定番メニュー

カスタード 

クラッシュココアクッキーをオリジナルクリームと混ぜ合わせま
した

C-01 C-02 C-03

C-05 C-06C-04

100個

40個

100個

40個

100個

40個

100個

40個

100個

40個

100個

40個

108円（税込）

108円（税込）

108円（税込）

１62円（税込）

140円（税込）

108円（税込）

1,500個対応/日
「THE CREPE KITCHEN」

ひんやり、もっちり手のひらサイズのミニクレープ。

一つ一つ丁寧に焼き上げ手作業でお作りしてます。

おやつ、お土産、一日のご褒美に。

ALWAYS HANDMADE FRESHNESS!

クッキー&クリーム 



オリジナルクリームに白桃をトッピング

ジャンドゥーヤショコラとナッツの贅沢な味わい

※時期により取り扱いがない場合があります

※個数等要確認

ピーチ 
オリジナルクリームにミカンをトッピング

ガトーショコラ 
（期間限定商品）

宇治抹茶クリームに粒あんをトッピング

抹茶 

北海道えびすかぼちゃを使用した秋限定商品

※時期により取り扱いがない場合があります

※個数等要確認

当店オリジナルクリームにフレッシュイチゴをトッピング

※時期により取り扱いがない場合があります

※個数等要確認

イチゴ 
（期間限定商品）

限定商品となりますのでお尋ね下さい

※時期により取り扱いがない場合があります

※個数等要確認

ヘーゼルナッショコラ 
（期間限定商品）

えびすかぼちゃ 
（期間限定商品）

C-07 C-08 C-09

C-10 C-11 C-12

C-13 C-14 C-15

チョコレートクリームにガトーショコラをトッピング

※時期により取り扱いがない場合があります

※個数等要確認

100個

40個

100個

40個

100個

40個

100個

40個

100個

40個

100個

40個

100個

40個

100個

40個

100個

40個

108円（税込） 108円（税込） 108円（税込）

162円（税込） 162円（税込）

162円（税込） 140円（税込） 162円（税込）

ミカン 

140円（税込）

期間限定商品 期間限定商品 
限定商品となりますのでお尋ね下さい

※時期により取り扱いがない場合があります

※個数等要確認

【注意事項】
・ご注文、数量の変更は10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～19時です。時間外にご希望の場合は一度お問い合わせ下さい。
・アレルギー等は、別途お問合せください。
・限定商品は要確認お願いします。
・最低発注個数等はある程度の目安です。その他個数等ご相談下さい。
・その他のパック詰め可能です。（別途お見積が必要となります）


