
お弁当のご案内

イベントや会議・セミナーでご利用いただける

彩り豊かなお弁当を豊富に取り揃えました

●ご指定時間にまとめてお渡しいたします。

　 配膳をご希望の場合は、サービス人件費12,000円（4時間まで）が掛かります。

●ご注文は総額 12,500円（税別）以上から承ります。

●キャンセル料は3日前まで無料。

　 2日前で50％。前日以降は100％申し受けます。（税抜き）

●数量変更は 3日前の17時まで。

 　1割程度の変更は、2日前の午後12時迄となります。

●お弁当のお持ち帰り、お持込みは保健所の指導によりご遠慮頂いております。

●季節によってお弁当の内容が変更になることがございます。

●仕出し弁当はサービス料（10％）をいただきます。

●「折詰タイプ」「サンドウィッチ」は廃棄費用 2,500円（税別）を頂戴いたします。



お弁当 折詰めタイプ

※別途消費税が掛かります。　※お飲み物は付いておりません。

おにぎり弁当 900円 梅  900円 桃  900円

鈴蘭 1,000円 桜 1,100円 菜の花 1,250円

※写真はイメージです。



お弁当 折詰めタイプ

※別途消費税が掛かります。　※お飲み物は付いておりません。

※写真はイメージです。

水仙 1,650円 紫陽花 1,850円 椿 2,150円

牡丹 2,550円



サンドウィッチ

※別途消費税が掛かります。　※お飲み物は付いておりません。

※写真はイメージです。

BOXサンドA  1,250円

BOXサンドC  1,750円

BOXサンドB  1,550円



仕出し弁当

※別途消費税・サービス料(10％)が掛かります。　※汁物・日本茶付

※写真はイメージです。

幕の内弁当 2,500円

折衷弁当 4,000円 懐石弁当 5,000円

松花堂弁当 3,000円



●ご指定時間にまとめてお渡しいたします。（配膳をご希望の際は別途費用がかかります。）

●ご注文は、総額20,000円（税別）以上から承ります。

●キャンセル料は、99個以下は2日前17時まで無料。　100個以上は7日前17時まで無料。

●数量変更は、1割程度は3日前まで。それ以上は7日前まで承ります。

●お弁当のお持ち帰り、お持込みは保健所の指導によりご遠慮頂いております。

●各お弁当の内容は仕入れ状況や季節などにより変更になる可能性がございます。

●廃棄費用一律1,500円(税別)を頂戴いたします。

大阪料亭の味とおもてなしの心をお届けいたします

彩りよく詰め合わせたお弁当のおかずはすべて手作り、

ひとつひとつの手間をかけることで、その「粋」を感じていただけるよう心を込めて仕上げております。 

お米は精米したての特Aランクの国産米を使用しております。

ビジネスのシーンなど、人の集いの場におもてなしの心を添えて安心安全なお料理をお届けいたします。



税別 1,600円

なにわめし　つづら折詰弁当

名物かやくご飯をはじめ笹寿司など3種の御飯に
季節の食材を彩り豊かに盛り付けた折詰弁当です。

税別 1,475円

小箱懐石 千鳥
鰹と昆布の出汁を利かせた大阪らしい「で
あいもん料理」を詰め合わせた料亭仕立て
の美しい盛り付けのお弁当。

税別 1,500円

松花堂弁当　すみよし

白飯と名物かやくご飯をはじめ季節の食材を使っ
た旬菜を盛り付けた折詰弁当です。

税別 1,280円

おかめ

当店自慢のかやく御飯に、野菜をたくさん使った季
節のおかずを種類豊富に盛り付けた二段のお弁当。

税別 1,200円

ひょっとこ

税別 1,000円

●旬の食材を使用しておりますので献立や器が異なる場合がございます。
●お料理は品質管理に十分注意し完全保冷でお届けいたしますが、おとどけ後はなるべくお早めにお召し上がりください。

野菜たっぷり幕の内弁当

税別 850円

昆布と鰹節で漬け込んだ だし唐揚弁当

25×8cm

23×15cm 16×16cm 15×9cm×2段

税別 2,000円

上方二段弁当　なにわ百景

海老ハイカラ揚げ、鰆柚庵焼、海老団子、いか団子、蛸柔か煮、牛
しぐれ煮、野菜の炊きわせ、炊込みご飯などを詰め合わせて。

12×12cm×2段

15×9cm×2段 22×14cm 22×14cm

笹寿司
付き

二色
御飯

白
御飯

野菜
豊富

かやく
御飯

お弁当
日本料理の伝統をしっかり追求しながら、ボリューム感や健康にも気を配った、

慈悲深い季節の味をひとつひとつ丁寧にお作りしお届けいたします。

白御飯と相性の良い袱紗玉子焼きや揚物、季節野菜
の焚合せなどおかずを充実させた二段弁当です。

多彩な野菜のおかずがギッシリ詰まったヘルシー
なお弁当です。

昆布と鰹節に漬け込み出汁を含ませた鶏の唐揚と
月替わりのおかずが楽しめるお弁当。
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●ご指定時間にまとめてお渡しいたします。

（配膳をご希望の際は、 別途費用が掛かります。）

●ご注文は、 総額 10,000 円 （税別） 以上から承ります。

●キャンセル料は、 3 日前 17 時まで無料。

●数量変更は、 10 個以下は 2日前まで。 それ以上は 5日前まで承ります。

●商品の変更は、 5 日前まで承ります。

●お弁当のお持ち帰り、 お持込みは保健所の指導によりご遠慮頂いております。

●各お弁当の内容は仕入れ状況や季節などにより変更になる可能性がございます。

●廃棄費用一律 1,500 円 ( 税別 ) を頂戴いたします。

お弁当のご案内



花かすり
25.0×17.0cm

本体価格 1,500 円
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30.0×16.0cm

本体価格 1,300 円
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���

季節の松花堂
17.5×17.5cm

本体価格 1,500 円

���
���

花小町
17.4×17.4cm

本体価格 1,300 円

学会 ・ 会合
観劇に

一品、 一品まごころこめてお作りしています。
彩り豊かなお弁当、 蓋を開けた時の感動を皆様へお届けします。

当社のロングセラー商品

女性に
人気

女性に
人気

人気

季節
ごはん
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洋風弁当
22.8×22.8cm

本体価格 850 円

���
���

炊きこみごはん弁当
21.6×16.5cm

本体価格 800 円
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幕の内弁当
27.6×18.2cm

本体価格 1,000 円

���
���

和風弁当
21.6×16.5cm

本体価格 850 円

人気



料理弁当
16.3×16.3cm

本体価格 3,000 円
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28.6×17.2cm

本体価格 2,500 円
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洋風幕の内弁当
27.6×18.2cm

本体価格 1,000 円

���
���

助六
17.0×11.5cm

本体価格 600 円

慶弔や来賓の
お弁当に

和の二段重料理弁当。 慶事にも仏事にも重宝の一品

紙ごみとして捨てられ、 環境にやさしいパッケージです。

白ご飯を赤飯に変更することができます （　　　　　　　）追加料金　税込 108 円～
詳細はお問い合わせ下さい。

二
段
重

エコ容器



●ご指定時間にまとめてお渡しいたします。

　配膳をご希望の場合は、サービス人件費１２,０００円（４時間まで）が掛かります。

●ご注文は原則５万円以上（税別）から承ります。 満たない場合はご相談ください。

●キャンセル料は４日前まで無料。 ３日前まで６０％。 ２日以降は１００％申し受けます。

●数量の変更は、４日前の１７時まで。

●お弁当のお持ち帰り、お持ち込みは保健所の指導等によりご遠慮いただいております。

●季節によってお弁当の内容が変更になることがございます。

●廃棄費用一律1,５００円（税別）を頂戴いたします。

懐石料理のごとく煮物、焼物、揚げ物、ご飯など多彩な料理を

お詰めしたお弁当です。



※写真は盛付全てイメージです。 季節の食材を厳選しておりますので、時期により掲載の内容と異なります。

※別途消費税が掛かります。

※お飲み物は付いておりません。

華（はな）

出汁をたっぷり含ませた煮物をはじめ、
なだ万の味を気軽にお楽しみいただけるお弁当です。

一折1,200円

お献立：赤魚西京焼、海老芝煮、鶏味噌焼、野菜入りさつまあおさ揚げ、蟹風味しんじょ煮、
　　　　厚焼玉子、黒花豆 蟹つみれ、椎茸旨煮、六方里芋、角南瓜、人参、隠元豆白御飯 
　　　　野沢菜ちりめん / 鶏と牛蒡の炊き込み御飯 刻みしば漬

サイズ：約14.5×約17.8×高さ約4.9cm（フタ含）

桐（きり）
二種の御飯と煮物など、色々なお料理を少しずつ
お楽しみいただけるお弁当です。

一折1,600円

お献立：海老芝煮、鶏つくね焼、蓮根挟みあおさ揚げ、丸十蜜煮、厚焼玉子、昆布巻、大根甘酢漬、
　　　　赤パプリカ、牛肉しぐれ煮、巻湯葉、茄子オランダ煮、六方里芋、角南瓜、椎茸旨煮、人参、
　　　　隠元豆、五目御飯、錦糸玉子、白御飯、梅胡麻、刻みしば漬、厚焼玉子 もち麦豆腐黄金揚げ、
　　　　蕗・木耳・つき蒟蒻・油揚げ煮、赤パプリカ、巻湯葉、蓮根飛龍頭、椎茸旨煮、角南瓜、六
　　　　方里芋、人参、隠元豆白御飯 野沢菜ちりめん / 蟹御飯 蟹ほぐし身、刻みしば漬

サイズ：約 20.4×約17.8×高さ約 5.2 ㎝ ( フタ含 )

匠の膳（たくみのぜん） 

少しずつ多彩な味が楽しめる、見ても食べても飽きない
お弁当です。

お献立：赤魚西京焼、合鴨燻製、海老芝煮、生姜入りさつまあおさ揚げ、厚焼玉子、角蒟蒻、
　　　　大根甘酢漬 えんどう豆さつま赤唐辛子揚げ、鶏つくね焼、丸十蜜煮、蕗・つき蒟蒻・
　　　　木耳・油揚げ煮、赤パプリカ　湯葉飛龍頭、白身魚入りつみれ豆腐、鶏つくね高野挟み
　　　　含ませ煮、椎茸旨煮、人参、隠元豆 蟹風味しんじょ煮、野菜包み寄せ、茄子オランダ煮、
　　　　蓮根田舎煮、六方里芋牛そぼろ旨煮 白御飯、錦糸玉子、グリンピース / きのこ入り五目
　　　　御飯　三つ葉、刻みしば漬

サイズ：約15.5×約22.5×高さ約6.0cm（フタ含）

一折2,200円



※写真は盛付全てイメージです。 季節の食材を厳選しておりますので、時期により掲載の内容と異なります。

※別途消費税が掛かります。

※お飲み物は付いておりません。

扇（おうぎ）

二種類の御飯と彩り豊かな料理をぎっしりとお詰めした
お弁当。会議などのお席におすすめです。

一折 2,500円

お献立：鰈西京焼、合鴨燻製、厚焼玉子、青唐、大根甘酢漬 海老芝煮、鶏つくね焼、生姜入り
　　　　さつまあおさ揚げ、蓮根ツナサラダ和え、さくらんぼ蜜煮、丸十蜜煮 蛸照焼、湯葉飛龍頭、
　　　　六方里芋、椎茸旨煮、角南瓜、人参、隠元豆 蟹味噌まんじゅう蟹あんかけ、赤パプリカ、
　　　　黄パプリカ、グリンピース牛肉香味焼、玉葱、茄子、赤パプリカ、きのこ入り五目御飯 錦糸 
　　　　玉子 / 白御飯 おかか昆布 刻みしば漬

サイズ：約19.2×約19.2×高さ約5.4cm（フタ含）

舞（まい）

多彩な料理と二種類の御飯に甘味を添えた、見た目にも
華やかでおもてなしにふさわしい二段のお弁当です。

一折 3,500円

お献立：【上段】 鰈西京焼、帆立生姜煮、鶏つくね焼、蟹つみれあおさ揚げ、厚焼玉子、さくらんぼ
　　　　　　　 蜜煮、大根甘酢漬 嶺岡豆腐、旨出汁、赤パプリカ 海老芝煮、巻湯葉、椎茸旨煮、
　　　　　　　 角南瓜、六方里芋、人参、隠元豆
　　　　【下段】 和牛ロース香味焼、玉葱、青唐ちらし寿司 蟹ほぐし身、とびこ、錦糸玉子 / 椎茸
　　　　　　　 御飯 三つ葉、刻みしば漬

サイズ：約8.3×約23.6×高さ約12.0cm（2 段 / フタ含）

料亭のみそ汁（とうふ）
なだ万の料理長が老舗の伝統の味を追求したこだわりの逸品です。
三段熟成で造った芳醇な味と香りの米みそを使用し、2種の鰹節
粉末や煮干粉末を合わせました。出汁の味わいが広がる一品です。

一個 152 円

お弁当のお供に

具材：とうふ、刻み揚げ、わかめ、ねぎ


