
aAJISAI WORLD
aAJISAI WORLD

セット料理　P1～4
大皿料理を様々な組み合わせで10名様単位のセットにしました。
人数に合わせてご用命下さい。

単品料理　P5～8
バラエティー豊かな盛合わせ料理のご案内です。和洋中の各料理長
による味の饗宴です。
※ 火気を使えない会場ではご利用できないメニューがございます。
ご注意ください。

会席料理・サイドメニュー　P9～12
コース料理やオプションメニューのご案内です。

お弁当・ビュッフェ料理・ギフト　P13～15
お弁当、ビュッフェ料理のご案内です。その他、ギフト商品等のご
提供もございます。

すべてのお料理はお客様のご要望・ご予算に応じてお作りすること
ができます。どうぞお気軽にご相談下さい。
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「特上寿司セット」
10名様用

本体価格　61 ,000円
（税別）

※ 単品でのご注文よりも、
10名セット毎に3,000円お得に
なっております。

特 上 寿 司  ４皿
つくねと野菜の旨煮 ２皿
中 華 点 心 ２皿
※火気を使用できない会場ではご利用できません。

オードブル １皿

※写真はすべてイメージ画像です。料理の内容や器の形状は予告無く変わる場合がございます。予めご了承下さい。
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「極上寿司セット」
10名様用

本体価格　67,000円
（税別）

※ 単品でのご注文よりも、
10名セット毎に5,000円お得に
なっております。

極 上 寿 司  ４皿
つくねと野菜の旨煮 ２皿
中 華 点 心 ２皿
※火気を使用できない会場ではご利用できません。

和 風 前 菜 １皿

セット料理
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「上寿司と和風前菜セット」
10名様用

本体価格　54 ,200円
（税別）

※ 単品でのご注文よりも、
10名セット毎に1,800円お得に
なっております。

上 寿 司  ４皿
野菜炊き合わせ ２皿
中 華 点 心 ２皿
※火気を使用できない会場ではご利用できません。

和 風 前 菜 １皿
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「上寿司セット」
10名様用

本体価格　52 ,000円（税別）

※ 単品でのご注文よりも、10名セット毎に1,000円
お得になっております。

上 寿 司  ４皿
つくねと野菜の旨煮 ２皿
中華風唐揚と春巻 １皿
天 婦 羅 ２皿

「上寿司と関西寿司セット」
10名様用

本体価格　38 ,200円（税別）

※ 単品でのご注文よりも、10名セット毎に800円
お得になっております。

上 寿 司  ２皿
関 西 寿 司 １皿
つくねと野菜の旨煮 ２皿
和 風 唐 揚 ２皿

※写真はすべてイメージ画像です。料理の内容や器の形状は予告無く変わる場合がございます。予めご了承下さい。
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大 皿 料 理

極上寿司
本体価格 11,000円

（税別）

オードブル
本体価格 8,000円

（税別）

和風前菜
本体価格 8,000円

（税別）

野菜炊き合わせ
本体価格 5,000円

（税別）

特上寿司
本体価格 9,000円

（税別）

上寿司
本体価格 7,000円

（税別）
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つくねと
野菜の旨煮
本体価格 5,000円

（税別）

中華点心
本体価格 5,000円

（税別）

精進揚げ
本体価格 4,000円

（税別）

中華風唐揚と春巻
本体価格 5,000円

（税別）

天婦羅
本体価格 5,000円

（税別）

和風唐揚
本体価格 5,000円

（税別）

※写真はすべてイメージ画像です。料理の内容や器の形状は予告無く変わる場合がございます。予めご了承下さい。

※火気を使用できない会場ではご利用できません。
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サンドイッチ
本体価格 5,000円

（税別）

関西寿司
本体価格 5,000円

（税別）

漬 物
本体価格 2,000円

（税別）

おでん
本体価格 10,000円

（税別）

特上刺身（写真）
本体価格 9,000円

（税別）

刺 身
本体価格 6,000円

（税別）

とん汁
本体価格 10,000円

（税別）

※火気を使用できない会場ではご利用できません。※火気を使用できない会場ではご利用できません。
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海鮮中華旨煮
本体価格 7,000円

（税別）

牛肉と
香味野菜の炒め
本体価格 7,000円

（税別）

白身魚の
和風あんかけ
本体価格 7,000円

（税別）

牛肉の
赤ワイン煮込
本体価格 7,000円

（税別）

和風角煮
本体価格 7,000円

（税別）

真鯛のポワレ
本体価格 7,000円

（税別）

※写真はすべてイメージ画像です。料理の内容や器の形状は予告無く変わる場合がございます。予めご了承下さい。
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会 席 料 理

「あじさい」本体価格 10,000円（税別）

「つばき」
本体価格 7,000円

（税別）

※火気を使用できない会場では、陶板焼きは別の料理に変更させていただきます。

※火気を使用できない会場では、鍋物は別の料理に変更させていただきます。

お刺身1人盛 1,000円（税別）
吸い物 300円（税別）
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サイドメニュー
「らん」本体価格 8,000円（税別）

和牛サーロインの陶板焼き
2,000円（税別）

茶そば（冷やし） 500円（税別）
稲庭うどん 600円（税別）

寄せ鍋  1,500円（税別）

真鯛の酒蒸し焼き 1,500円（税別）

茶碗蒸し 500円（税別）
フォアグラ茶碗蒸し 1,000円（税別）

※火気を使用できない会場では、陶板焼きは別の料理に変更させていただきます。

※ 火気を使用できない会場では、ご利用に
なれません。

※ 火気を使用できない会場では、ご利用に
なれません。

※ 火気を使用できない会場では、ご利用に
なれません。

※写真はすべてイメージ画像です。料理の内容や器の形状は予告無く変わる場合がございます。予めご了承下さい。
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「さくら」本体価格 6,300円（税別）

「極（きわみ）」本体価格 5,500円（税別）

※火気を使用できない会場では、陶板焼きは別の料理に変更させていただきます。

※火気を使用できない会場では、鍋物は別の料理に変更させていただきます。

「お子様弁当」
本体価格 2,000円（税別）

「ゆり」本体価格 3,500円（税別）

＊ サイドメニューとして『すき焼き』や『陶板焼き』等の、お料理を
お付けすることや『炊き込みご飯』を『お寿司』に変更する等、
お客様のご要望に合わせて別途料金にて承ります。

　ご不明な点など御座いましたら、遠慮なくご相談下さい。 「和（なごみ）」本体価格 4,000円（税別）
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「九重（ここのえ）」
本体価格 4,300円（税別）

※写真はすべてイメージ画像です。料理の内容や器の形状は予告無く変わる場合がございます。予めご了承下さい。



折 詰 弁 当
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「あやめ」本体価格 3,000円（税別）

「撫 子（なでしこ）」本体価格 2,000円（税別） 「芙 蓉（ふよう）」本体価格 5,000円（税別）

「やまぶき」本体価格 1,500円（税別） 「サンドイッチプレート」（5、6人名様用）2,500円（税別）「おにぎり」1,200円（税別）

「のりいなり」本体価格 1,000円（税別） 「お刺身1人盛」1,000円（税別）「お吸い物」300円（税別）

「ぼたん」本体価格 4,000円（税別）
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※写真はすべてイメージ画像です。料理の内容や器の形状は予告無く変わる場合がございます。予めご了承下さい。

ビュッフェ料理

ビュッフェ料理　5,000円（税別）コースの一例
 冷　製 小海老のカクテル　ガーリック風味

ブルスケッタのバリエ
上海風魚介のマリネ
季節野菜の炊合わせ

 温　製 牛フィレ肉のロースト　シャリアピン風
真鯛のポアレ　バルサミコソース
かに炒飯
海鮮焼きそば
中華点心

 食　事 江戸寿司と押寿司の盛り合わせ
 デザート 季節の果物盛り合わせ

3,000 円（税別）、4,000 円（税別）、6,000 円（税別）のコースもございます。また、
ご予算、ご要望に応じてお作りできますので、お気軽にご相談下さい。

●ビュッフェ料理には別途に諸経費（人件費及び什器備品等）がかかります。
●上記の料理はそれぞれ 30名様想定の内容です。
　（15～20名位でお作りする場合には、若干品数が減る場合がございます。）
●料理の内容はご予算、お客様の年齢層、和洋中の嗜好等に応じて、様々なアレンジが可能です。
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IM-50
逸品詰め合わせ

5,000円（税別）
IM-35
逸品詰め合わせ

3,500円（税別）

和菓子

腰高万頭
458円（税別）

〔２個入　15×7.5×5cm〕
1,258円（税別）

〔５個入　20×20×5cm〕
2,053円（税別）

〔９個入　23.5×23.5×5cm〕
2,704円（税別）

〔12個入　31×23.5×5cm〕

TY-30
銘茶詰合せ

3,000円（税別）
TYW-50
海苔・銘茶詰合せ

5,000円（税別）

●こちらの商品は予約制となっております。
●季節により内容が変わる場合がございます。
●万一、品切れの際はご容赦下さい。

●こちらの商品は予約制となっております。
●こちらの商品は予約制となっております。
●季節により内容が変わる場合がございます。
●万一、品切れの際はご容赦下さい。
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御贈答品のご案内


