
25.0×17.0cm

25.0×25.0cm

30.0×16.0cm

21.3×21.3cm

25.0×25.0cm

14.5×14.5cm 

◇かわいらしピンクの容器に豪華なお料理。
　多彩な美昧しさが楽める華やかお弁当です。 

301 百合和膳 

2,200円(税込)
◇おもてなしの心がつまった。和の二段重料理弁当。

302 八角花和膳

2,200円(税込)

◇九つの升にいろとりど料理数々。人気の定番メニュです。 

303 花遊御膳

1,980円(税込)
◇盛りだくさんな内容でボリューム満点。洋風のご馳走弁当。

304 ボリューム 御膳

1,980円(税込)

◇朱色の升目に盛り込んだ昧と彩。
3種のご飯はおいしく、それぞに満足。

305 彩花和膳

1,870円(税込)

◇上品な折に色とりどの料理が華やか。おもてなしに薦め。

306 羽衣 和膳

2,530円(税込)



27. 6×18.2cm

21.4×21.4cm

27.6×18. 2cm 27. 5×19.0cm 

17. 4×17. 4cm 

21.4×21.4cm 

◇煮物を中心に焼物、揚げ物など、
　幅広くご利用いただける定番商品です 。

307 いろどり 和御膳

1,650円(税込)

◇人気の中華を集約したご馳走弁当です 。

◇海老フライ、ハンバーグ、ポテトサラダなど、 
　洋風にまとめ上げた盛りだくさんのお弁当です。

308 いろどり洋 御膳

1,650円(税込)

309 中華御膳

1,650円(税込)

◇華やか折自慢の煮しめに焼物など、華やか折お料理の数々 …。

310 松竹御膳

1,650円(税込)

◇自慢の煮物が入った和定番。どなたでもご満足いだける昧わす。 ◇ハンバーグにヱビフライと洋風の定番。
　ランチにもお薦めな洋風の一品です。

311 和風御膳

1,485円(税込)

312 洋風御膳

1,485円(税込)



314 カジュアル弁当

1,265円(税込)

315 オードブル〔洋風〕

8,800円(税込) 8,800円(税込)

316 オードブル〔和風〕

◇中華料理のバラエティー盛合せ。ついお酒が進みます。

317 オードブル〔中華風〕

6,600円(税込)
◇新鮮なフルーツの絶妙ハモニ。 
　パーティを一層華やかなムードに演出します。

318 オードブル〔フルーツ〕

6,600円(税込)

20.5×20.5cm 23.2×19.7cm 

φ46cm φ46cm

φ46cm φ46cm

◇炊込みご飯が魅力のお弁当。
　和と洋のおかずをバランス良く配分しまた。

◇楽しさ、華やかを感じる洋のオードブル
　ゴージャスにパーティを盛り上げます。

◇おいし煮物を主とた和のオードブル。
　つい手が出てしまう魅力ありす。

◇食べやすさが人気のおにぎり弁当。
　お子様用弁当としてもご利用ください。

313 炊き込み和洋膳

1,375円(税込)



320 オードブル〔ｻﾝﾄﾞｳｨｯﾁ〕

5,500円(税込)

321 握り寿司

6,600円(税込) 4,950円(税込)

322 押し寿司 ・巻き押し寿司　

◇ひと升ごに味わう楽しさ。
　蓋を開けると思わずため息がもれます。

323 四季彩

2,750円(税込)
◇素材の持ち味を生かしたお料理。
　いさと盛付け 素材の持ち味を生かしたお料理。
　※季節ごはん入りの美しさが際立ちます。

324 華心

2,750円(税込)

47. 5×32.5cm 47.5×32cm 

36.8×36.8cm

24.0×18 .5cm 19. 7×19. 7cm

36.8×36.8cm

◇工ビフライ等、おなじみのを盛り合せました。 
　食べやすさがパーティ ーにぴったり。

◇大人数でもすし桶があれば丈夫。いつもパーティの人気者です。 ◇押し寿司や巻がパーティを華やかに彩ります。

◇和やかな立食パ ーティーなどで箸を使わず、
　つまめる気軽さが好評 です。

319 オードブル〔フライ〕

6,600円(税込)



28 .6×17.2cm

45.0×32.0cm

16.3×16.3cm 
φ21.5cm 

16.3×16.3cm 

40.5×29.0cm 

◇盛付けの細やかさとお料理の豪華さ。
　思わず箸移りする楽しさがあります。

325 四季彩２段重

3,080円(税込)

◇煮物、 焼物、ちらし寿司。贅を凝らした内容 です。
　彩りの豊かさに美味しさが幾重にも重なります。

◇華やかな丸い容器に豪お料理を詰めました。
　ちらし寿司がとても嬉い品です 。

326 華円

3,080円(税込)

327 おもてなし膳

3,300円(税込)
◇それぞの味、彩りがひとつに舌鼓。丁寧な仕上がりです。

328おもてなし膳２段重

3,850円(税込)

◇心に響く贅を尽くしたおもてなし。
　旬の昧と彩りをふんだに活かした会席料理です。

◇すみずまで気配りの行き届いたお料理。
　特別な日に満足いただける味わです。 

329 会席料理①

6,050円(税込)

330 会席料理②

4,400円(税込)



19.7×19.7cm 17.0×11.5cm 

◇丹精こめて仕上げられる押しずは、
　浪花の通が認める伝統の味。

331 寿司膳

1,650円(税込)
◇素朴な伝統の味わいがる
　どなたでも喜んいだける詰合せです。

332 助六寿司

1,100円(税込)

rinnina27
四角形

rinnina27
タイプライタ
ご利用可能店舗

rinnina27
タイプライタ
■　梅田北新地店■　ＮＳ２１ビル谷町店■　浪芳ビル難波駅前店■　ピカソ日本一ビル日本橋駅前店



注文日： 年 月 日 （ ） 時 分

年 月 日 （ ） 午前　・　午後 時 分

店 階 第 会議室

□ □ 受取担当者様へ電話連絡 □ お部屋前へ置いておく

- -

- -

301301301301 個 317317317317 個

302302302302 個 318318318318 個

303303303303 個 319319319319 個

304304304304 個 320320320320 個

305305305305 個 321321321321 個

306306306306 個 322322322322 個

307307307307 個 323323323323 個

308308308308 個 324324324324 個

309309309309 個 325325325325 個

310310310310 個 326326326326 個

311311311311 個 327327327327 個

312312312312 個 328328328328 個

313313313313 個 329329329329 個

314314314314 個 330330330330 個

315315315315 個 331331331331 個

316316316316 個 332332332332 個

※ 会議室弁当は、日本会議室（KCC Scratch Development株式会社）が代行して予約を承っております。 個

※ ご利用当日を除く5日前よりキャンセル料が100％発生致します。 ※ 税込金額となります。

※ 合計金額30,000円以上からご注文を承ります。

※ お弁当のご注文は、土日祝祭日を除く5営業日前までにお願い申し上げます。

【会議室弁当 使用欄】

/ / / / / / / /

OS-10022014

百合和膳

八角花和膳

1,650

オードブル〔フルーツ〕

オードブル〔中華風〕

寿司膳

会席料理②

会席料理①

おもてなし膳２段重

おもてなし膳

華円

四季彩２段重

華心

四季彩

押し寿司・巻き寿司

オードブル〔和風〕

オードブル〔洋風〕

カジュアル弁当

炊き込み和洋膳

洋風御膳

和風御膳

松竹御膳

中華御膳

合計額
（税込）

1,485

8,800

円

ご予約者様情報
御社名 会員番号

ご担当者様名 ご連絡先

2,200 6,600

1,980 6,600

いろどり洋御膳

いろどり和御膳

羽衣和膳

2,200 6,600

1,870

【会議室弁当 注文書】【会議室弁当 注文書】【会議室弁当 注文書】【会議室弁当 注文書】

０５２ - ５６３ - ０７５９ までFAXにてお送りください。０５２ - ５６３ - ０７５９ までFAXにてお送りください。０５２ - ５６３ - ０７５９ までFAXにてお送りください。０５２ - ５６３ - ０７５９ までFAXにてお送りください。

配達希望日時

配達希望会場

受渡し方法

数量 単価 金額品名 数量 単価 金額 品名

受取担当者様情報 ご担当者様名 ご連絡先

お部屋扉をノックしてお渡し

6,600

1,980 5,500

彩花和膳

ボリューム御膳

花遊御膳

握り寿司

オードブル〔ｻﾝﾄﾞｳｨｯﾁ〕

オードブル〔フライ〕

2,750

2,530 4,950

1,650 3,080

1,650 2,750

3,300

1,650 3,080

1,375 6,050

1,485 3,850

1,650

1,265 4,400

数量計 0

8,800 1100助六寿司

KB 最終 KSD 最終

備考欄

KSD 受付 KSD 経理 KB 受付 製造 受付 KB 確認 KSD 受付

101723012014EH-02

rinnina27
テキスト ボックス
大阪


