
〒７２９-０４１６  広島県三原市本郷町善入寺６４-２５
ＴＥＬ：０８４８-６０-８１１１（代表）　ＦＡＸ：０８４８-６０-８２２２
※食材の入荷状況等により、メニューが変更になる場合がございます。※写真はイメージです。

0848-60-8188
order-aph@h-airporthotel.co.jp

◆振込先　　広島銀行 西条支店　普通 ３８３６９１６
　　　　　　口座名義  株式会社広島エアポートホテル
   カ）ヒロシマエアポートホテル

10個から

仕出し可

テイクアウト

要予約

発送可 発送可能商品の料金とお支払いについて
発送可マークの商品は全国への発送が可能です。
１個からご購入は可能ですが、送料は別途（冷凍発送）

かかります。
《発送までの流れ》
◎お電話またはメールにて発送希望商品の個数等、発

送先（お名前、ご住所、電話番号）をお知らせくださ
い。あらためて、送料を合わせた金額をご連絡いた
しますので、下記まで銀行振込をお願いいたします。
振込確認後、1週間以内に商品を発送させていただ
きます。

◎振込手数料は別途お客様負担となります。
※数量などにより金額が変動します。
※右記料金は3辺のサイズ60（2kg）までの料金目安を

表示しております。

（レストラン）

ご予約・お問合せ

料金（サイズ60）

北海道

北東北・南東北

関東・信越

北陸・中部

関西・中国・四国・九州

沖縄

￥2,030
￥1,590
￥1,370
￥1,260
￥1,150
￥1,590

クール宅急便（冷凍）発送先

受付時間／9：00～18：00

冷凍

1個から

冷蔵

発送可
冷凍でお渡しする商品です
冷蔵でお渡しする商品です

冷凍での発送が可能な商品です。

《メールの場合》

《お電話の場合》

ご希望の内容、氏名、ご住所、電話番号をご記入ください。

仕出し
テイクアウトメニュー

0848-60-8188
order-aph@h-airporthotel.co.jp

お祝い・ご法事・会議・会食などに

ご予約・お問合せ
（レストラン）
受付時間／9：00～18：00

《メールの場合》

《お電話の場合》

ご希望の内容、氏名、ご住所、電話番号をご記入ください。

※伊豆諸島（うち式根島・利島・御蔵島・青ヶ島）および小笠
原村（小笠原諸島）へのお取り扱いはいたしません。　　
　　

お弁当、オードブル、テイクアウトな
どひとつひとつ皆様に喜んでいただ
けるようなメニューづくりを心掛けて
おります。ホテルレストランの味をご
堪能ください。

お料理には多くの製法・技術が使わ
れています。お弁当ひとつでもそれ
らを感じていただけると思います。
仕出しのご利用だけでなく、ホテル
レストランへのご来店も心よりお待
ちしております。

広島エアポートホテル
総料理長
大田　豊

広島エアポートホテル
日本料理　矼 料理長
荒川　慎一郎

ご購入いただける最低個数を表示しています。

予約が必要です。商品により事前予約日数が
変わります。

※各写真は盛り付けイメージです。内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

仕出し配達可能商品です。ご注文の合計金額が
￥21,600以上で可能です

レストランでの受け取りでお持ち帰りいただけ
る商品です。

広島エアポートホテル・フォレストヒルズガーデン　レストランのご案内

広島エアポートホテルの洗練された技、選びぬいた食材で

一品一品心を込めたこだわりの味をお届けします。

リストランテフォルネッロ
11:30 ～ 14:30(L.O.14:00)
17:00 ～ 20:00(L.O.19:30)

【ランチ】
【ディナー】

火曜日（祝日は営業）

フォレストヒルズガーデン

レストランアチェロ
【モーニング】
【ランチ】
【ディナー】

6:00 ～   9:30(L.O.9:00)  
11:00 ～ 14:30(L.O.14:00)
17:00 ～ 20:30(L.O.20:00)

広島エアポートホテル

日本料理 矼
11:00 ～ 14:30(L.O.14:00)
17:00 ～ 20:30(L.O.20:00)

【ランチ】
【ディナー】

月曜日（祝日は営業）

広島エアポートホテル

ラウンジ
9:00 ～ 20:30(L.O.20:00)

広島エアポートホテル

彩り洋食幕の内

シャリアピン
ステーキ重と
デリフードボックス

事業者様向け会議弁当 事業者様用にお作りする会議弁当です。
社内でのミーティングなどでご利用ください。

￥1,620（税込）

￥2,160（税込）

仕出し可 テイクアウト
テイクアウト

　　

1個から 要予約 前日18：00迄 仕出し可
1個から 要予約 前日18：00迄

人気
商品

広島エアポートホテルの



贈洋和
◎雅のご飯物を変更できます。

◆穴子寿司 

◆握り寿司

追加

追加

寿司盛合せ〈10貫〉

雅 ～みやび～

盛合せ・単品
メニュー

おもたせ弁当 折詰弁当

￥1,836（税込）

寿司盛合せ〈15貫〉
￥2,484（税込）

寿司盛合せ〈20貫〉
￥3,456（税込）

￥5,400（税込）

￥1,080（税込）

￥1,620（税込）

和 ～なごみ～ ￥3,780（税込）

1個から

1個から

日本料理 矼特製

事前予約と
仕出し配達について

要予約 ３日前迄

1個から 要予約 ３日前迄 1個から 要予約 ３日前迄

寿司盛合せ〈4～5人前〉
￥10,800（税込）

1個から 要予約 ３日前迄

刺身盛合せ〈4～5人前〉
￥10,800（税込）

1個から 要予約 ３日前迄 1個から 要予約 ３日前迄

要予約 ３日前迄

慶事・法要などでご利用されている広島エアポートホテルで人気のおもたせ弁当です。
お刺身、煮物、酢の物、天ぷら、ローストビーフなど彩り揃った人気定番商品です。

「雅」は巻き寿司といなり寿司のご飯物を穴子寿司または握り寿司に変更も可能です。
行事、ご予算にあわせてお選びください。

和洋のお料理を入れた折詰弁当です。国産牛などを使用したおすすめのお弁当です。
３種類からお選びいただけます。

国産牛フィレ肉のステーキ重、自家製国産豚肩ロース肉の焼き
豚などを入れた和洋中弁当です。

※和食お子さま用のお弁当は1個から￥2,160（税込）でご用意で
　きます。ご予約は３日前までにお願いいたします。

※洋食お子さま用のお弁当は1個から￥3,780（税込）でご用意できます。ただし、折詰弁当（極・贅・華）いずれかをご利用の場合に限らせていただきます。
　ご予約は1週間前までにお願いいたします。

国産牛のバベットシャリアピンステーキや旬のお魚 オニオン
ヴィネグレット エスカベッシュ、シーフードピラフの入った洋
弁当です。

国産牛フィレ肉、黒毛和牛をはじめ合鴨やホタテ、アワビなど
贅を極めた食材を使用した 2 段の折詰弁当です。

華 ～はな～贅 ～ぜい～

極 ～きわみ～
￥7,560（税込）

￥3,780（税込）￥5,400（税込）
10個から10個から

10個から 要予約１週間前迄

要予約１週間前迄 要予約１週間前迄

黒毛和牛ローストビーフ 自家製スモークサーモン
〈600ｇ　約 4 人前〉 〈300ｇ　約 4 人前〉
￥7,020（税込） ￥3,780（税込）

1個から 要予約１週間前迄 1個から 要予約１週間前迄
※パンフレットの各写真は盛り付けイメージです。季節により内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

テイクアウト・全国発送メニューお祝い事・法要にどうぞ

広島和牛の
ハッシュドビーフ

ホテル特製
広島牛スパイスカレー

まるごと骨付きチキン
モモ肉スパイスカレー

料理長特製一人飲み用
「七宝山海セット」

料理長特製
あなごの棒寿司

瀬戸内海産天然お祝鯛付き
お食い初めセット

菜の煌　～さいのきらめき～
日本料理矼 特製ドレッシング

ポートワインでしっかり煮込んだ具沢山の
シェフ自慢のハッシュドビーフです。

広島和牛をたっぷり使用し、特製スパイス
で仕上げた自慢のカレーです。

鶏モモ肉がまるごと1本入ったボリューム
満点のスパイスカレーです。

本商品は真空パックの状態で
冷凍してお渡しいたします。
湯せんしてお召し上がりく
ださい。
※ライスは付きません

本商品は真空パックの状態で
冷凍してお渡しいたします。
湯せんしてお召し上がりく
ださい。
※ライスは付きません

本商品は真空パックの状態で
冷凍してお渡しいたします。
湯せんしてお召し上がりく
ださい。
※ライスは付きません

７種のお料理をセットにしました。ちょっとした
お祝いの席や、家飲み晩酌のお供にどうぞ。

本商品は真空パックの状態で
冷凍してお渡しいたします。
湯せんしてお召し上がりください。

料理長自慢のあなごの棒寿司をぜひご賞味
ください。

サラダはもちろん、とんかつやしゃぶしゃぶ
の付けだれとしても美味しい人参ドレッシン
グです。ぜひお試しください！

本商品は真空パック
の状態で冷凍してお
渡しいたします。湯せ
んしてお召し上がりく
ださい。

お子様のお食い初め（百日祝い）にどうぞ。

本商品は真空パックの状態で冷凍
してお渡しいたします。湯せんして
お召し上がりください。

￥1,800（税込） ￥900（税込） ￥1,900（税込）

￥550（税込）
テイクアウト

1パック（約260ｇ）

1パック（180ｇ）

1パック（約270ｇ）

￥1,350（税込） ￥2,800（税込）

1 本 1 セット
￥1,980（税込）

1セット

1パック（約380ｇ）

※事前にお持ち帰り予約の場合は、出来立ての状態でお渡しできます。

冷凍

テイクアウト

発送可1個から

要予約 前日18：00迄

テイクアウト

冷凍 発送可1個から

要予約 前日18：00迄
テイクアウト

冷凍 発送可1個から

要予約 前日18：00迄
テイクアウト

冷凍 発送可1個から

要予約 ３日前迄

冷蔵 発送可1個から

要予約 前日18：00迄

テイクアウト

冷凍 発送可1個から

要予約 前日18：00迄
テイクアウト

冷凍 発送可1個から

要予約 前日18：00迄

オードブルのメニューは月ごとに変わります。

中華オードブル

和食オードブル

洋食オードブル

〈4 人前〉

〈4 人前〉 〈4 人前〉

￥10,800（税込）

￥8,640（税込） ￥7,560（税込）

1個から

1個から

日本料理 矼特製
要予約１週間前迄

1個から 要予約１週間前迄 要予約１週間前迄

お誕生日、記念日のパーティーに和洋折衷の本格折詰弁当

表記メニューは全て事前予約が必
要です。商品によって事前予約日
数が異なります。ご注意ください。
１回のご注文合計金額が￥21,600
以上で配達いたします。

［配達エリア］三原市・東広島市・
竹原市
※お引渡しのお時間はご相談くだ
さい。※季節により内容を変更する
場合がございます。　

※各写真は盛り付けイメージです。内容は
変更になる場合がございます。予めご了承
ください。

人気
商品

人気
商品

人気
商品

宴複数でお集まりになる記念日や行事などで色々なお料理を楽しめるオードブルをどうぞ。
和食、洋食、中華からお選びいただけます。

日本料理矼がおつくりする、和の本格オードブルです。
手間暇かけたお料理の数々、ご満足いただけるセットとなっております。

黒毛和牛ローストビーフ、シュリンプ自家製カッテージチーズのメランジェ
トリュフ風味やアワビ、自家製スモークサーモンなどをふんだんに盛り込
んだオードブルです。

ホタテのピリ辛チリソース（青梗菜、白ネギ）、蒸し｠よだれ鶏（タレ、レタス、ト
マト、キューリ）や自家製 焼き豚／蟹とくらげ、海藻の和え物、黒毛和牛の中華
ダレ漬けこみローストビーフなどおすすめ中華の一品を盛り込んでいます。

ホテルの和食、洋食レストランがおつくりする、テイクアウトメニューです。
冷凍でのお渡し・全国発送が可能な商品です。ぜひご利用ください。

限定グルメセット

お寿司をはじめ
人気のローストビーフ
自家製スモークサーモンなど
お弁当やオードブルとご一緒に
ご利用ください。

ホテルまでご来館・引取りの場合はご予約の際に
レストランスタッフへ希望日時をお伝えください。

※発送可能商品の料金とお支払いについては裏面をご覧ください。
0848-60-8188（レストラン）

order-aph@h-airporthotel.co.jp
《メールの場合》

《お電話の場合》


