お好み弁当
縦19.9×横19.9×高さ6cm

洋食ボリューム弁当
815円

ハンバーグデミグラスソース
ナポリタン・鶏肉の唐揚げ
ひじき煮・キャロットラペ
卵焼き 他

縦16.5×横16.5×高さ4cm

厳選鮭と自家製
1,120 円
唐揚げ弁当
鮭祐庵焼き・自家製和風唐揚げ・煮物・
玉子焼き・青菜浸し

縦18.8×横18.8×高さ5cm

縦16.5×横16.5×高さ4cm

若鶏香味焼き弁当
若鶏香味焼き・ひじき煮・
鶏つくね・煮物 他

1,120 円

和風満点弁当
1,019 円

鯖の塩焼き・鶏のから揚げ・
肉団子・一口昆布・ポテひじき・
さつま芋の蜜煮・炊き込みご飯 他

ふりかけ
付き

縦16.9×横23×高さ4.2cm

豚肉と茄子の
味噌炒め弁当
豚肉とナスの味噌炒め・蓮根金平・
卵焼き・ポテトサラダ・漬物

縦19.9×横19.9×高さ6cm

中華満足弁当
764 円

サンドイッチ

815 円

チンジャオロース・鶏肉と白身魚の甘酢がけ・
春巻き・焼売・春雨サラダ・白飯

縦21×横21×高さ4.5cm

洋食屋さんの
ミックス弁当

1,222 円

大海老フライ・イカフライ・白身魚フライ・
クリームコロッケ・ナスのグラタン 他

◆縦10×横15×高さ4.5cm

ミックス 713 円
サンドイッチ
・コンビーフ
・ポテトサラダ
・ツナ
・玉子
・ハ ムチ ーズ
・野 菜

縦10×横19.4×高さ4.8cm

タコライス丼 662円

タコソース
・玉子焼き・野菜コロッケ・ウインナー 他

カツ入り 815 円
サンドイッチ
・カツ
・ローストビーフ
・ツナ
・ポテトサラダ
・玉子
・ハムチーズ

サントリー

伊右衛門

縦10×横19.4×高さ4.8cm

助六ランチ 662 円
稲荷寿司・かっぱ巻き・
沢庵巻き・かき揚げ・煮物 他

280ml 122円

縦10×横19.4×高さ4.8cm

鶏天重

662 円

鶏天・かき揚げ・しし唐揚げ・
玉子焼き・蓮根きんぴら 他

525ml 153 円
株式会社ダイナック

表示価格は全て税込価格です。食材の入荷状況によりメニュー内容が変わる場合がございます。
お客様の安全を最優先に考え、食物アレルギー対応は行っておりません。ご了承願います。
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肉料理のお弁当

魚料理のお弁当
鯖塩焼きと
天ぷら弁当

TORIDORI OBENTO

鯖の塩焼き・
野菜の天ぷら（南瓜・えのき・椎茸）
煮物（がんも・人参・インゲン）
さつま芋の蜜煮・卵焼き・
白飯・梅・ふりかけ

縦12×横17×高さ4.5cm
縦16.5×横16.5×高さ4cm

968 円

鳥ご飯・焼きとり・五目肉団子・
鶏肉の唐上げ・玉子焼き・長ネギ・青唐・
煮物（人参・筍・がんも・いんげん）・漬物

1,120 円

縦25.3×横15.3×高さ4.8cm

縦16.5×横24×高さ4.5cm

牛カツレツ洋風御膳

牛肉の洋風すき焼き弁当

1,935 円

菜飯・十穀米・サフランライス・牛カツレツ・メカジキバジルソース・
トマトバーグ・蒸し鶏・マスタード和え他

1,935円

カレイ祐庵焼き弁当

牛肉の洋風すき焼き・彩野菜・キャロットラペ・サーモンマリネ・ほぐし
蒸し鶏のマスタード和え
・ラタトゥイユ・白身魚のタルタル・肉団子

カレイの祐庵焼き・
煮物（人参・がんも・椎茸・里芋・絹さや）
青菜の浸し・肉団子・ひじき煮・
蓮根金平・炊き込みご飯・
白飯・漬物
円

縦12×横21.5×高さ4.7cm
縦16.5×横16.5×高さ4cm

866円

焼きとり・五目肉団子・鶏そぼろ御飯・
煮物（椎茸・がんも）
錦糸玉子・人参金平・白飯・漬物

1,426

会議・研修向きのお弁当
縦16.9×横23×高さ4.2cm

鶏唐揚げ弁当
鶏肉の唐揚げ・蓮根金平・卵焼き・
ポテトサラダ・漬物

764 円

縦16.9×横23×高さ4.2cm

トンカツ弁当

764 円

豚肉のとんかつ・蓮根金平・卵焼き・
ポテトサラダ・漬物

縦22×横22×高さ5cm

銀だら西京焼き
懐石弁当 2,750 円
銀だら西京焼き・鶏つくね・
煮物・青菜浸し・玉子焼き 他

会議の目的や多様な参加者 に喜ばれる
バラエティーに富んだお弁当

縦16.5×横24×高さ4.5cm

豚肉のピカタ洋風弁当
菜飯・十穀米・豚肉のピカタ・
デミハンバーグ・海老フライ 他

1,426 円
縦21×横21×高さ4.5cm
縦18.5×横18.5×高さ4.5cm

デミハンバーグ
洋風幕の内弁当
縦18.5×横18.5×高さ4.5cm

1,019 円

917 円

デミハンバーグ・海老グラタンカツ・
白身フライ
・チキントマトソース和え 他

縦14.5×横18.5×高さ5cm

チキン南蛮・焼きとり・五目肉団子・
煮物（がんも、人参、椎茸、筍）
揚げ野菜・白飯・漬物

縦18.5×横18.5×高さ4.5cm

縦9.5×横28.5×高さ4cm

グルテンフリー

縦25.3×横15.3×高さ4.8cm

はかた地どりの
はかた地どりの
ハーブ焼き洋食弁当 1,222 円 洋風すき焼き弁当 1,935円
菜飯・地鶏のハーブ焼き・ポテトフライ
・
茄子素揚げ・海老フライ
・白身魚フライ 他

グルテンフリーのお弁当

地鶏の洋風すき焼き・彩野菜・
キャロットラペ・サーモンマリネ 他

酢鶏・エビチリ・焼売・春巻き・
トンポーロー・高菜・白飯

縦18.5×横18.5×高さ4.5cm

和牛カルビと
ハラミの特製弁当 2,750 円

豚焼肉・鮭祐庵焼き・鶏唐揚・
かき揚げ・玉子焼き・煮物・
ポテトサラダ・れんこんきんぴら 他

高級・接待向きの お弁当
ベジタリアン御膳

洋風弁当

豚焼肉
幕の内弁当 917 円

牛カルビ・牛ハラミ・ナムル・キムチ・
ナスのオランダ煮

ベジタリアンのお弁当

1,650 円

縦18×横18×高さ5cm

縦9.5×横28.5×高さ4cm

和会席弁当 椿 -つばき-

1,375円

五目御飯・鮭祐庵焼き・一口昆布巻き・
鶏つくね・青唐・煮物 他

グルテンフリー

中華弁当

海老としめじの辛子炒め・
白菜の中華風餡かけ・酢鶏（米酢使用）
揚げ茄子の味噌餡・
ほうれん草のナムル・白飯

縦21×横21×高さ4.5cm

和風弁当 1,222 円
縦21×横21×高さ4.5cm

1,222 円

お客様の安全を最優先に考え、食物アレルギー対応は行っておりません。ご了承願います。

ベジタリアン御膳

ベジタリアン御膳

和風弁当 1,650 円

十穀米・野菜のかき揚げ・
天麩羅・筍と里芋の柚子味噌・
エリンギのポンズ和え・わらび餅

他

食材の入荷状況によりメニュー内容が変わる場合がございます。

縦18×横18×高さ5cm

豚肉のピカタと白身魚の
トマトソース弁当
1,100 円
豚肉のピカタ・白身魚のトマトソース
ソーセージ・玉子焼き 他

松花堂をはじめ、日本料理の数々を丁寧に盛り込みました。
大切なお客様との会食にお召し上がりください。

縦12×横12×高さ5cm

和会席弁当 櫻 -さくら-

1,528円

地鶏唐揚げ・赤魚の祐庵焼き・青菜煮浸し・
有頭海老・カニつまみ蒸し・煮物 他

中華弁当

白飯・大豆ミートの冷しゃぶ・
豆のチリソース・ナスの中華風田楽・
山芋の麻辣ソース・ザーサイ・
厚揚げとエリンギの甘酢炒め

縦18×横18×高さ5cm

縦21×横21×高さ4.5cm

洋風弁当

サフランライス、レーズン、
豆腐ハンバーグ
（ポテトのマッシュルームソース）
ナポリタン、ナスの甜面醤炒め、
赤キャベツのマリネ、ラタトゥイユ

1,222 円

縦21×横21×高さ4.5cm

表示価格は全て税込価格です。

カレイ西京焼き・豆腐ハンバーグ
煮物・肉団子・玉子焼き 他

縦14.5×横18.5×高さ5cm

ハンバーグ・チキンソテー
※共に豆腐ソース
ナスのグラタン・ジャーマンポテト・
サフランライス

鶏モモ肉の塩麹漬け・海鮮サラダ・
揚げ野菜・白滝明太子和え
・揚げ出し豆腐・
野菜のピクルス

917 円

1,222 円

はかた地鶏の焼鳥・チキン南蛮・五目肉団子・
二色御飯（鶏そぼろ・錦糸玉子）
青菜の浸し・人参金平・ふき・蓮根の梅肉和え

1998年創業の鳥どり。総料理長小川監修のお弁当をお楽しみください。

グルテンフリー

中華風幕の内弁当

カレイの西京焼きと
豆腐ハンバーグ弁当 1,100 円

1,650 円

縦18×横18×高さ5cm
縦17.3×横17.3×高さ5cm

松花堂弁当

1,772 円

炊込みご飯・鮭祐庵焼き・煮海老・茄子
オランダ煮・さつま芋蜜煮・煮物 他

縦17.3×横17.3×高さ5cm

すき焼き入り松花堂弁当

1,772 円

牛肉のすき焼煮・煮豆腐・煮海老・
鮭祐庵焼き・茄子オランダ煮・煮物 他

九重懐石弁当

2,312 円

牛肉すき焼・蓮根はさみ揚げ・かに爪薄衣揚げ・
椎茸含め煮・鰈祐庵焼き・煮海老・
鶏つくね・わらび餅 他

