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ご注文の変更について

配達可能時間【7:00～18:00】

数量の変更は、前日の午前中までにご連絡下さい。イベントが雨天中止又は延期になる場
合は予約の際にその旨をお申し付けください。中止の場合は前日夕方17：00までに、延期の
場合は当日の朝６：００までにご連絡をお願い致します。

道路事情等ございますので、配達希望時間の１時間ほど前から配達希望時間までの間の
お届けとさせて頂いております。※遠方へのお届けの場合は2時間の幅を頂きます。

ご注文について【2日前まで】
お申し込みの際には、お客様のお名前・ご住所・電話番号・配達希望時間・お届け場所・商品名（商品番号）・
数量・お支払方法などをお知らせ下さい。ＦＡＸの注文用紙は当社ホームページよりダウンロードできます。

●ご注文はご利用日の2日前までにお願い致します。（一部商品は除く）
（土、日、祝日はお早めにお申し込み下さい。注文が一定の数量を超えますとお断りする場合があります。）
●1商品につきまして５ヶからお受けする事が出来ます。
●空容器の回収につきましては20,000円以上お買い上げのお客様は無料（繁忙期は除く）で回収致します。
　ただし20,000円以下の場合は有料となります。（注文時に空容器の回収の旨はお申し付けください）

【例】  配達希望時間11：00　➡　配達時間 10：00～11：00の間

●年末年始につきましては上記の配達可能時間並びに配達エリアが変更となります。詳しくはお問い合わせください。
●季節により献立の一部が変更する場合がございます。●お米は全て国産米を使用しています。

配達エリア
■ 5,000円以上…

上記条件以外でも配達可能な場合もございます。詳しくはお問い合わせ下さい。

浜松市中区・東区・浜北区（灰ノ木・大平は除く）
北区（引佐・三ヶ日・細江は除く）

浜松市南区・西区・浜北区（灰ノ木・大平）

浜松市北区（細江）・天竜区（二俣）磐田市の一部
東名高速道路ＳＡ・ＰＡ（浜名湖・三方原）　新東名高速道路ＳＡ（浜松）

■ 10,000円以上…

■ 20,000円以上…

浜松市北区（引佐・三ヶ日）・東名高速道路ＰＡ（遠州豊田）・新東名高速道路ＰＡ（森）■ 30,000円以上… 【施設例】 ○アクトタワー ○浜松市動物園 ○浜松アリーナ ○浜松球場 ○浜松城公園
○中田島砂丘 ○竜洋海浜公園 ○竜ヶ岩洞 ○はままつフラワーパーク
○はままつフルーツパーク時之栖 ○浜名湖ガーデンパーク ○浜松市総合産業展示館

観光施設、会議・イベント会場へお弁当をお届けいたします

浜松 竹泉 検索 年中
無休

アクトタワーアクトタワー

浜松アリーナ浜松アリーナ

浜松球場浜松球場

浜松市動物園浜松市動物園
はままつフラワーパークはままつフラワーパーク

舘山寺温泉舘山寺温泉

浜松市総合産業展示館浜松市総合産業展示館

竜洋海浜公園竜洋海浜公園
中田島砂丘中田島砂丘

市役所
浜松城公園

市役所
浜松城公園

北区

天竜区

細江町

引佐

三ヶ日 浜北区

東区

中区西区

南区

湖西市
磐田市

新東名高速道路

東名高速道路

二俣

竜ヶ岩洞竜ヶ岩洞 浜松SA浜松SA

浜名湖SA浜名湖SA
三方原PA三方原PA

遠州豊田SA遠州豊田SA

はままつ
フルーツパーク
時之栖

はままつ
フルーツパーク
時之栖

●ご注文から発送まで5～10日かかります。●クール宅急便でのお届けとなります。●消費期限は冷凍で2ヶ月となります。●ギフト包装・のしにも対応致します。●食品のため返品はお受けできません。ご了承お願いします。
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10,000円（送料・税込）
各300g［容器サイズ 直径12cm］

7,000円（送料・税込）
各270g［容器サイズ 直径12cm］

5,200円（送料・税込）
各270g［容器サイズ 直径12cm］

7,000円（送料・税込）
各270g［容器サイズ 直径12cm］

4,900円（送料・税込）
各270g［容器サイズ 直径12cm］

7,000円（送料・税込）
各270g［容器サイズ 直径12cm］

鰻まぶし丼〈特上〉 6食セット鰻まぶし丼 6食セット牡蠣カバ丼 6食セット

鱧カバ丼 6食セット三ケ日牛丼 6食セット金目鯛まぶし丼 6食セット

静岡県の贅沢な食を丸ごと楽しむ静岡県の贅沢な食を丸ごと楽しむ

冷凍でお届けします!
食べたい時に
レンジで３分半！

竹泉ショップ 検索

竹泉オンライン
ショップはこちら >
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味・素材へのこだわり

健康面を考えた献立
安心・安全な仕出し・お弁当を提供

しています。また、バランスのとれた

献立で、健康面も考えた手作りの仕

出し料理・お弁当です。

冷めても美味しい
お米を使用
一年で一番美味しいお米を使用。

実際にスタッフがその年に収穫され

たお米を試食して、冷めても美味し

いお米を選定しています。

食材にこだわっています
地産地消を積極的に推進していま

す。食材はその日の使用分だけを仕

入れて、お客様のご希望の時間に

合わせて調理しています。

メニューにない
オリジナル料理も可能

お子様やご年配の方向きの献立

等、お客様のご要望にお応えいたし

ます。お気軽にお申し付けください。

旬の食材をふんだんに使った季節のお弁当です。

その季節にしか出会えない春夏秋冬の味をご賞味ください。

春らんまん
1,080円（税込） 【サイズ】W21×H21（cm）
筍ごはん・タラの芽天ぷら・菜の花ごま和え・三色団子など春の
味覚が満載なお弁当です。

五目野菜のちらし寿司・冷やしうどん・ミニグリルチキン・抹茶わ
らびもちなど揚物がなく暑い夏にはオススメです。

夏まつり
1,080円（税込） 【サイズ】W21×H21（cm）

春夏秋冬 味めぐり

秋の七色
1,080円（税込） 【サイズ】W21×H21（cm）
栗ごはん・秋サバの照り焼き・さつま芋天ぷら・松茸型里芋の
田楽など秋の味覚を贅沢に味わえます。

カニちらし寿司・カニ爪フライ・カニ玉・カニ風味シュウマイなど
冬の味覚「カニ」をご堪能ください。

冬のカニざんまい
1,080円（税込） 【サイズ】W21×H21（cm）

　当社は1966年に創業いたしました。以来五十余年、竹泉の

手づくり仕出し弁当の味を守り続けて参りました。先代から受

け継いだ「味は心・美味求真」という社是を掲げ、四季折々の

新鮮な素材を生かした味づくりに日々励んでいます。幸いなこ

とに、浜松市は農畜産物、水産物ともに食材が豊かな街です。

私共は地元の美味しい食材を用いた「地産地消」のお弁当作

りを旨としています。醤油やソースなどの調味料に関しても出

来うる限り地元で作られたものを取り入れる様にしています。

　浜松と言えば「うなぎ」があまりにも有名ですが、美味しい食

材はそれだけではありません。しらすや牡蠣、ハモ、ふぐなどの

魚貝類や三ヶ日牛、峯野牛、浜名湖もち豚といった肉類、うなぎ

いも、白玉ねぎ、チンゲン菜、じゃが芋など野菜類も豊富です。

こうした様々な素材を使いお弁当を開発しバリエーションを豊

かにすることで幅広いお客様にご利用して頂けるものと考えて

います。これからもリーズナブルな価格帯から高級志向のお弁

当まで取り揃えまして出来る限り地元浜松の食材をふんだんに

盛り込んだお弁当を充実させていきたいと思います。

　地域の皆様を始めとし県外からの観光客の方々にも喜ばれ

るお弁当をこれからも心を込めてつくり続けていく所存でござ

います。今後とも当社をご愛顧賜りますよう心よりお願い申し上

げます。

代表取締役 木俣昭彦
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幕の内弁当（竹）
594円（税込） 【サイズ】W20×H14（cm）
揚物、煮物、焼物が入った嬉しい価格のお弁当です。

幕の内御膳
1,296円（税込） 【サイズ】W27×H18（cm）
ちょっぴり豪華な幕の内弁当です。 厚みのあるサワラを西京焼きにしました。

ふっくらと焼き上がったサワラをご堪能ください。

やわらかく上質な豚ヒレ肉をお楽しみください。

1

6

1,296円（税込） 【サイズ】W27×H18（cm）
ヒレカツ御膳9

1,296円（税込） 【サイズ】W27×H18（cm）
サワラ西京焼御膳87

四季彩弁当（泉）
810円（税込） 【サイズ】W21.5×H16.5（cm）
揚物が少なく、当店人気のサバの照り焼きも入ったお弁当です。

5
お弁当とご一緒に
お茶をご用意できます。

ご注文の際にお茶の有無をお知らせください。

写真左から、100円、130円、160円（税込）

200ml 350ml 500ml

幕の内弁当 よくばり
幕の内弁当

1,100円（税込） 【サイズ】W33×H12（cm）
よくばりすぎてごめんなさい！

竹泉のこだわりを詰め込んだスタンダード。ごはんと魚・肉・野菜のバラエティー豊かなおかずが入ったお弁当。

お客様の用途に合わせて豊富なラインナップよりお選びいただけます。

四季彩弁当（竹）
864円（税込） 【サイズ】W21.5×H16.5（cm）
老若男女を問わず人気のお弁当です。

4

1番～10番の商品につきましては＋100円（税込）で
白ごはんを炊き込みごはん・五目野菜ちらし寿司・赤飯に
変更することができます。（大盛りは＋50円（税込））

特選二段弁当
2,000円（税込） 【サイズ】W19.5×H12（cm）
10

ボリュームある豪華なお弁当です。上棟式、神事にご利用ください。

にぎわい弁当
702円（税込） 【サイズ】W20×H14（cm）
スポーツ大会、子供会イベント、お祭りなどにピッタリなお弁当です。

3

炊き込みごはん 五目野菜ちらし寿司 赤飯

幕の内弁当（泉）2

928円（税込）

俵ごはんが懐かしい昔ながらの
幕の内弁当です。

 【サイズ】W13.5×H21（cm）

4 5



1,188円（税込）
【サイズ】W33×H12（cm）

遠州灘のしらすと浜名湖のりが
相性ピッタリ！ 磯の香りをお楽し
みください。

遠州灘
しらす御膳
遠州灘
しらす御膳

14

1,350円（税込）【サイズ】W20.5×H11（cm）
浜名湖の北岸みかんの町三ヶ日、のどかな自然の中で育
った浜松ブランド牛「三ヶ日牛」をすき焼きにしました。
甘い肉汁をご堪能ください。

三ヶ日牛
すき焼き弁当

16

名物肉団子弁当11

浜名湖
牡蠣カバ丼弁当

1,674円（税込） 【サイズ】W20.5×H11（cm）
冬の浜名湖を代表する「牡蠣」を「蒲焼のタレ」で焼き、玉ねぎ、浜名
湖のりの地元食材を添えたお弁当です。（期間限定11月～3月予定）

浜名湖かんざんじ温泉観光協会公認

冬季限定 11月～3月

1,080円（税込） 【サイズ】W27×H18（cm）
浜松自慢の調味料を使い、から揚げ弁当にしました。トリイソ
ースのウスターソース味、ヤマヤ醤油の浜納豆味、加藤醤
油の塩麹味、春野天狗山椒味4つの味をお楽しみください。

名物浜松
から揚げ弁当

13

17

浜松出世飯
1,050円（税込） 【サイズ】W20.5×H11（cm）
「出世の街浜松」の名産品を盛り込みまし
た。たたみいわし、三ヶ日牛、浜松餃子をお
楽しみください。

12

864円（税込） 【サイズ】W13.5×H21（cm）
創業時から変わらぬ人気の肉団子がたっ
ぷり！ サバの照り焼き、卵焼き、から揚げが
入った名物肉団子弁当です。

遠州名物弁当

食の宝庫、遠州地域。ここでしか出会えない食材を豊富に使ったお弁当。

浜名湖のうなぎ・牡蠣・遠州灘のしらす・三ヶ日牛など、遠州でなければ食せない味をどうぞ。

1,188円（税込）

たっぷりのあさりを贅沢に使った
深川めしをお楽しみください。

あさり
炊き込み御膳

15

【サイズ】W33×H12（cm）

遠州の名産品たっぷりの特製弁当

6 7



1,900円（税込） 【サイズ】W12×H12（cm）
風呂敷に包まれた見た目も可愛い重箱入り二段弁
当です。季節によりごはんの内容が変わります。
（筍ごはん3月～5月・五目野菜ちらし寿司6月～8月・
栗ごはん9月～11月・カニちらし寿司12月～2月）

重箱
二段弁当
重箱
二段弁当

23

濱松めぐり       
1,512円（税込） 【サイズ】W17×H15.5（cm）
浜松名産品の「香りみそ」や全国一位の消費量「浜松餃子」遠州
灘の「しらす」浜名湖の「セイゴ天ぷら」など浜松食材がたっぷり！

20

華づくし
1,512円（税込） 【サイズ】W17×H17（cm）
女性が選ぶＮＯ．1商品です。
目で楽しみ食して満足、とっても艶やかなお弁当です。

24

彩りちらし
1,296円（税込） 【サイズ】W17×H15.5（cm）
見た目が艶やかな9種類の野菜が入ったちらし寿司。
八角形の容器が上品さを引き立てます。

25

浜名湖御膳
2,484円（税込） 【サイズ】W27×H18（cm）
浜名湖うなぎめしとおかず満載で嬉しいお弁当です。

18

浜名湖めし浜名湖めし
1,800円（税込） 【サイズ】W18×H18（cm）
「うなぎまぶし」「じゃこめし」2つのごはんと
浜名湖の出世魚「セイゴ」をフライにしました。

19

浜名湖うなぎめし
1,800円（税込） 【サイズ】W20.5×H11（cm）
浜名湖うなぎを、甘さを抑えた秘伝のタレと
絡めた蒲焼きが絶妙の味わいです。

21

浜名湖うなぎ弁当
一本一本こころを込めて焼き上げた浜名湖うなぎを、
甘さを抑えた秘伝のタレと絡めました。

3,456円（税込） 【サイズ】W21.5×H14（cm）
ふっくら焼き上げた浜名湖うなぎの蒲焼きが豪華に
一本分入ったうなぎめしです。

22 特選浜名湖うなぎめし　　　

華やぎ弁当
お祝いの席にもオススメの
彩り豊かなお弁当です。
おめでたい日に彩りを添えてくれます。

ごはんを
「赤飯」に
変更できます。

＋100円（税込）

ごはんを
「赤飯」に
変更できます。

＋100円（税込）

ごはんを
「赤飯」に
変更できます。

＋100円（税込）

1,296円（税込） 
【サイズ】W18.5×H18.5（cm）

女性はもちろん！男性にも大人気のお弁当です。炊き
込み、五目野菜ちらし、ゆかりの3種類のごはんと和
食・中華の味が楽しめます。

色彩御膳26

8 9



やらまいか弁当
842円（税込） 【サイズ】W20×H20（cm）
うれしいデザートがついた可愛い9マスのお弁当です。
炊き込み、あさり、ゆかりごはんが楽しめます。

38

鶏そぼろ弁当
1,080円（税込） 【サイズ】W21.5×H16.5（cm）
しっとりと甘辛に仕上げた鶏そぼろをごはんと一緒にご賞味あれ！

35

助六寿司弁当
691円（税込） 【サイズ】W19.5×H12（cm）
いなり寿司とのり巻きがおかずとセットになりました。

30から揚げ弁当
594円（税込） 【サイズ】W20×H14（cm）
子供から大人まで幅広い人気のジューシーなから揚げ弁当です。

29

アスリート弁当（チャージ）
756円（税込） 【サイズ】W23.5×H17（cm）
聖隷福祉事業団 保健事業部 管理栄養士監修のお弁当です。

27 アスリート弁当（リカバリー）
756円（税込） 【サイズ】W23.5×H17（cm）
聖隷福祉事業団 保健事業部 管理栄養士監修のお弁当です。

28

おむすび弁当
594円（税込） 【サイズ】W18.5×H13.5（cm）
から揚げ、オムレツ、ウインナー、甘酢肉団子、ハンバーグが
入ったおむすび弁当です。

31

集い・行楽・イベント
お花見やピクニック・運動会・スポーツ大会などのイベントにピッタリなお弁当です。

856円（税込）【サイズ】W20×H11（cm）
甘辛な味に仕上げた当店伝統のすき焼きの味をご堪能ください。

牛すき焼き重36

691円（税込） 【サイズ】W20×H11（cm）
ハムカツ、タマゴサラダ、ポテトサラダの3種類とデザートが入った
サンドイッチです。

サンドイッチ32

雑穀米の健やか弁当
856円（税込） 【サイズ】W21.5×H16.5（cm）
1 5種類の雑穀が入ったご飯です。豆腐のふわふわ焼き、ミニグ
リルチキン、野菜の煮物が入ったからだに優しいお弁当です。

34

四季御膳四季御膳
1,500円（税込） 【サイズ】W27×H18（cm）
しらす、炊き込み、日の丸、あさりの4種類のごはんとちょっぴり
嬉しい一口サイズのうなぎの蒲焼きが楽しめます。

33

やらまいか御膳
1,350円（税込） 【サイズ】W21×H21（cm）
総合ランキング1位の「やらまいか御膳」弾ける笑顔が広がります！

37

※ご予約は3日前までにお願いします ※ご予約は3日前までにお願いします
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2,808円（税込） 

【サイズ】W21×H21（cm）

大切なお客様に大変喜ばれ、満足して頂ける最高級のおもてなし膳です。

特選牛すき膳39

2,376円（税込） 【サイズ】W21×H15（cm）
しらゆり40

2,592円（税込） 【サイズ】W18×H18（cm）
浜松ブランド牛「三ヶ日牛」を焼肉とすき焼きにしました。
緑黄色野菜のグリルと一緒にご賞味ください。

豚しゃぶしゃぶ、三ヶ日牛焼肉、鶏そぼろと3種の肉の食べ
比べと自慢のローストビーフをお楽しみください。

かのん41

③サーロインステーキ①浜名湖うなぎ飯
2,592円（税込） 
②鯛めし

おもてなし
食材や華やかさにこだわったお弁当。

晴れの日の大切なお客様へのおもてなしにお薦めです。

2,916円（税込） 

④イクラ寿司

2,592円（税込） 
⑤鶏キジ焼き ⑥お赤飯

2,376円（税込）  2,160円（税込）  

※ご予約は3日前までにお願いします

※ご予約は3日前までにお願いします

※ご予約は3日前までにお願いします

ごはんを6種類から選べます

4,500円（税込）【サイズ】W26×H13（cm）
浜名湖うなぎ飯と揚物、焼物、煮物が入った会席膳です。　

浜名湖 特選うなぎ膳42

2,750円（税込） 【サイズ】W24×H24（cm）
松花堂弁当（竹）45

漆器に入ったお弁当です。お刺身、揚物、煮物と茶碗蒸しが付いた
松花堂弁当です。

2,750円（税込） 【サイズ】W24×H24（cm）
松花堂弁当（泉）46

漆器に入ったお弁当です。海鮮寿司（カニ・イクラ）に蛤の
潮汁が付いた松花堂弁当です。

2,000円（税込） 【サイズ】W24×H24（cm）
松花堂弁当（華）47

漆器に入ったお弁当です。お子様にも喜ばれる松花堂弁当です。

※松花堂（竹・泉・華）は、回収タイプの器です。紙容器に変更もできます。

3,850円（税込）【サイズ】W26×H13（cm）
サーロインステーキ、ローストビーフが入った和洋折衷の二段重です。

特選二段重（竹） 43

3,000円（税込）【サイズ】W17×H15.5（cm）
うなぎ飯他、特選素材を盛り込んだ二段重です。

特選二段重（泉） 44
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赤飯弁当（竹）
910円（税込） 【サイズ】W21.5×H16.5（cm）
ふっくらと仕上げた自慢のお赤飯のお弁当です。
お祝いの席で笑顔溢れる場面を演出します。

48

藤
１,500円（税込） 【サイズ】W17×H15.5（cm）
八角形の可愛い器に入ったお赤飯弁当です。

51

乙女椿
2,000円（税込） 【サイズ】W12×H12（cm）
52

オードブル
バリエーション豊富で豪華なオードルブルは、
仲間が集うパーティーのおもてなしに最適です。

1,200円（税込） 【サイズ】W33×H12（cm）
上品なお祝い用のお赤飯弁当です。
入学式、卒業式、上棟式などの祝い事にご利用ください。

「全11種類」大海老フライ、ヒレカツ、ブリの黄味焼、海鮮海老シュウ
マイ、海老とうなぎの重ね蒸し、ホタテ貝のバター焼、串海老の塩焼、
串イカの黄味焼、バジルチキン焼、鶏の八幡巻、生ハムの野菜巻

赤飯弁当（泉）49

赤  飯
初節句や入園・入学祝い・七五三をはじめ、上棟式・成人式・帯祝・敬老会などの
特別な日にぴったりの彩り鮮やかな縁起の良いお弁当です。

「全8種類」マグロ、カンパチ、イカ、カニ、甘エビ、イクラ、穴子、鉄火巻

にぎり寿司〈5人盛〉
8,000円（税込） 【サイズ】W46×H32（cm）
55

「全72切」鉄火巻、かっぱ巻

巻き寿司〈5人盛〉
3,000円（税込） 【サイズ】W46×H32（cm）
56

「全6種類」オレンジ、りんご、キウイ、パイン、グレープフルーツ、メロン

「全35かん」いなり寿司、
太巻寿司（田舎巻）、かっぱ巻

助六寿司〈5人盛〉
2,200円（税込） 【サイズ】直径28（cm）
57

オードブル〈5人盛〉
8,800円（税込）【サイズ】W46×H32（cm）
54

「全48切」ハムカツ、タマゴサラダ、ポテトサラダ

サンドイッチ〈5人盛〉
3,500円（税込） 【サイズ】W46×H32（cm）
59フルーツ盛り合わせ〈7～8人盛〉

3,500円（税込） 【サイズ】直径３８（cm）
58

桜
1,200円（税込）

9マスの可愛いお弁当です。
3種類のおこわの味を楽し
めます。

会議などの大事な日に最適のお弁当です。

折箱入り赤飯（600ｇ）
１,188円（税込） 【サイズ】W22×H15.5（cm）
53

折箱入りのお赤飯です。入学式、成人式、上棟式の内祝いにご利用ください。

50

【サイズ】W20×H20（cm）

※重箱入り赤飯もご用意できます。 1,200g 2 ,376円（税込）
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