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料理皿盛 5,000円（税抜）5,400円（税込）
■サイズ／35 ×35×6cm

刺身皿盛（5人盛）10,000円（税抜）10,800円（税込）フルーツ皿盛
（5人盛）

4,000円（税抜） 4,320円（税込）

1,500円（税抜） 1,620円（税込）
■サイズ／15.7×32.3×5cm

瀬戸絵巻
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■サイズ／16.1×16.1×8.4cm

二重折寿司付 2,000円（税抜）2,160円（税込）17

■サイズ／15.5×25.3×4.7cm  ※寿司を幕の内むすびに変更できます。
1,620円（税込）一折寿司付 1,500円（税抜）18

寿司皿盛 5,000円（税抜） 5,400円（税込）22
■サイズ／35 ×35×5cm

■サイズ／15.4×21.9×4.5cm  ※寿司をご飯に変更できます。
1,080円（税込）1,000円（税抜）一折寿司付20

※一折のみ幕の内むすびに変更できます。

精進幕の内 1,000円（税抜）1,080円（税込）
■サイズ／15.4×21.9×4.5cm

お子様弁当 1,000円（税抜）1,080円（税込）
■サイズ／20 ×28.4×4.4cm

精進料理

皿盛料理

精進落料理

法
要
弁
当
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■サイズ／15.5×25.3×4.7cm  ※寿司を幕の内むすびに変更できます。
1,500円（税抜） 1,620円（税込）

精進落
一折寿司付
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1,000円（税抜） 1,080円（税込）
精進落
一折寿司付
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■サイズ／15.4×21.9×4.5cm  ※寿司をご飯に変更できます。
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■サイズ／17.3×17.3×8.7cm
3,000円（税抜） 3,240円（税込）

精進落
二折寿司付
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2,000円（税抜）2,160円（税込）
■サイズ／16.1×16.1×8.4cm

精進落
二折寿司付
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■サイズ／35 ×35×5cm

精進落寿司皿盛（5人盛）33

5,000円（税抜）5,400円（税込）
■サイズ／35 ×35×6cm

精進落料理皿盛（5人盛）32

5,000円（税抜）5,400円（税込）1,500円（税抜）1,620円（税込）
精進むすび皿盛

■サイズ／28.8×43×5.5cm

31



もてなし膳

■サイズ／31.5×28.5×6cm

会席折詰
6,000円（税抜）6,480円（税込）

■サイズ／24.5×24.5×8cm

松花堂
3,000円（税抜）3,240円（税込）

6000円(税抜)、5000円(税抜)、
2000円(税抜)の弁当もございます。

■サイズ／22×22×4.8cm

会議や会合などにも
お気軽に。

会議や会合
また、お土産にも。

彩りあざやかに詰め合わせたお料理が少しずつ楽しめます。
印象に残るおもてなしにおすすめです。

焼物、煮物、揚げ物など、お料理の多彩な味わいが少しずつ
楽しめるお弁当です。

■サイズ／19.8×19.8×4.8cm

あ
じ
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あじろや厨房 花 3,000円（税抜）3,240円（税込） あじろや厨房 月 2,000円（税抜）2,160円（税込）34 35
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■サイズ／22.3×22.3×11.8cm

あじろや厨房 祝会席
7,000円（税抜）7,560円（税込）
和風ヒレステーキやお造りや天婦羅、お寿司などのをはじめ、様々な
お祝いのお席にふさわしいお料理で特別なおもてなしができます。

■サイズ／22.3×22.3×11.8cm

あじろや厨房 法要
7,000円（税抜）7,560円（税込）
和風ヒレステーキやお造りや天婦羅、お寿司などのをはじめ、
法事や法要のしめやかなお席にふさわしいお料理で特別
なおもてなしができます。

お子様にも召し上がりやすいハン
バーグや唐揚げ、海老フライが入った
お弁当です。

■サイズ／16.7.×11.2×10.3cm

お料理・子供用
1,500円（税抜）1,620円（税込）

お造りや天婦羅、お寿司などをはじめ、様々なお祝いのお席にふさ
わしいお料理で特別なおもてなしができます。

ローストビーフや天婦羅、お寿司をはじめ、様々なお祝いのお席
にふさわしいお料理で特別なおもてなしができます。

お造りや天婦羅、お寿司などをはじめ、法事や法要のしめやかな
お席にふさわしいお料理で特別なおもてなしができます。

ローストビーフや天婦羅、お寿司をはじめ、法事や法要のしめやかな
お席にふさわしいお料理で特別なおもてなしができます。 4

あじろや厨房 祝会席 5,000円（税抜）5,400円（税込）あじろや厨房 祝会席あじろや厨房 祝会席あじろや厨房 祝会席 5,000円（税抜）5,400円（税込） あじろや厨房 祝会席 3,000円（税抜）3,240円（税込）あじろや厨房 祝会席 あじろや厨房 祝会席 あじろや厨房 祝会席 3,000円（税抜）3,240円（税込）
■サイズ／20×20×11.8cm ■サイズ／18㎝×18㎝×11.8cm

あじろや厨房 法要 5,000円（税抜）5,400円（税込）あじろや厨房 法要あじろや厨房 法要あじろや厨房 法要 5,000円（税抜）5,400円（税込） あじろや厨房 法要 3,000円（税抜）3,240円（税込）あじろや厨房 法要あじろや厨房 法要あじろや厨房 法要 3,000円（税抜）3,240円（税込）
■サイズ／20×20×11.8cm ■サイズ／18×18×11.8cm
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特産郷土 弁当
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5,000円（税抜） 5,400円（税込）

　会席パック
幅38×奥行32×高さ5（cm)

会席
パック
会席
パック

7,000円（税抜） 7,560円（税込）

　会席パック
幅44.5×奥行32×高さ6.5（cm)

1,389円（税抜）  1,500円（税込）652,200円（税抜）  2,376円（税込）64
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■サイズ／18.7×24.8×4cm ■サイズ／20.5×26.5×5cm

■サイズ／20 ×28.4×4.4cm

若菜 1,000円（税抜） 1,080円（税込）

ちらし寿司、穴子飯の2種類の御飯と、焼魚、煮物、焼鳥などの
おかず入りのお弁当です。

■サイズ／24.5×24.5×4.2cm
スペシャル弁当 1,000円（税抜）1,080円（税込）

ハンバーグや出巻玉子、焼鮭、煮物、あえ物など
おかずたっぷりのお弁当です。

■サイズ／24.5×24.5×4.2cm
ナイン弁当 900円（税抜） 972円（税込）

もぐり飯、鶏飯、醤油飯の3種類の御飯と、煮物、小鰯南蛮漬け、小松菜
煮浸しなどのおかずが入った9マス弁当です。

幕の内弁当(和風) 750円（税抜） 810円（税込）
出巻玉子、焼鮭、煮物など和風のおかずの入った、幕の内弁当です。

幕の内弁当(洋風) 649円（税抜） 700円（税込）
鶏唐揚げ、肉団子、スパゲティ、焼肉、ポテトサラダなどの洋風のおかず
の入った、幕の内弁当です。

学会・セミナーに
期待に応えるお弁当選びを。色 な々味を少しずつ楽しめるお弁当が
おすすめです。和食系やお魚系のお弁当をご用意しております。
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●合計金額￥15,000（税別）よりエリア内のお届けを承ります。
●日時・場所・数量をご指定ください。  ●併せて茶の子等のご依頼も承ります。

お弁当のご注文について

お支払い方法

ご予約・お問い合わせは （受付時間／10:00～18:00）

ご注文は、ご利用日の4日前までに、変更は2日前までにお願いいたします。※当日の変更はお受けできません。
仕出しあじろやの変更は3日前までにお願いいたします。
茶の子等の変更は5日前までにお願いいたします。

キャンセル料について

●ご利用日の前日／弁当代金の50％
●当日／100％

全面取消の
場合

配達エリア

❶振込による精算（振込手数料はお客様負担とさせて頂きます）
❷配達時の現金精算

株式会社総合センター クレイトンベイホテル

☎(0823)26-1111   FAX(0823)26-0011
https://www.clayton-bay.jp

〒737-0822 呉市築地町3-3

●呉市内（島嶼部を除く）
●東広島市

●熊野町
●坂町


