季 節弁当

季節のお手頃弁当
サイズ27.5×18ｃｍ

※季節により内容が変わります。

・ローストポーク
・ポテトサラダ
・木の子煮
・海老チリ

ご飯ものを
グレードアップ
出来ます。

～美食のレストラン～

1,６00円/ 税込

・豚ヘレカツ
・チキン甘酢
・しいたけ鶏ミンチカツ
・サーモン柚庵焼き

2022年9月1日（木）～
11月13日（日）まで

SEIKO CLUB

・出汁巻き
・焚き合せ
・木の子ご飯
・ケ ーキ

※別容器にてご用意。

「四季弁当」ご飯ものグレードアップ
ご飯は別容器になり、
6マスの中の「ご飯物」
が「海老・ホタテ・
スモークサーモン・
タコのサラダ」に
変わります。

みんなで美味しく
おうちレストラン
電話１本でＯＫ

S７

清交倶楽部がおすすめする
オードブル・
お弁当！
ご自宅や職場で
お楽しみいただけます。

ＮＥＷ！

当店おすすめ！いろいろなおかずが楽しめる。

季節の海･山･里の恵みを贅沢に。

S８

四季弁当 ２,８00円 / 税込
サイズ28.5×19.5ｃｍ
・海老カレー
・造里(鯛・サーモン) ・しいたけミンチ詰め
マヨネーズ焼き ・牛肉と秋野菜の ・南瓜、舞茸
・紅鮭柚庵焼き
・太巻き寿司、穴子箱寿司
焚き合せ
・焚き合せ
・海老五色揚げ

・チキン甘酢
・海老チリ
・出汁巻き

S８-1

ご飯物を ＋500円で
「松茸ご飯」に変更！

S８-2

ご飯物を ＋５00円で
「にぎり寿司と細巻き寿司
盛合せ」に変更！

旬の味覚でおもてなし お客様のご利用シーンに合わせて調整致します。

2日前までに要予約
承りは２名様分から

ご家 族の大切な 節目に

(※ｙ4･ｙ5は､１人前より可｡)

誕生日･記念日・賀寿の祝い･ご法要･各種お集りに･･･
※アレルギ ー等ご ざいましたらお気軽にご相談下さい。
※ご予算に応じてご用意も可能です。

◎お申し込みは２日前までの要予約にて承ります
◎商品のお渡しは「SEIKO CLUB 会議所店」にて
旬の味覚を存分に使ったおす すめ膳

y1 「彩－いろどり－」
サイズ３７×２７cm

y2

４,３00円 /税込

・造里2種
・酢の物
・天婦羅 -カレイ五色あられ揚げ
-海老大葉巻き
・鯛塩焼き

季節和膳

『山吹－やまぶき－』

サイズ37×27cm
・海老ウニ焼き
・イカ塩焼き
・出巻き
・焚合せ
・蒸し鶏

・ビ ーフステーキ
・ポテトサラダ
・ちらし寿司
・フルーツ
・ケ ーキ

＊[ちらし寿司]を[赤飯]に変更できます。 ご予約時にお申し付けください。

赤ちゃんの健やかな成長を 願って

お食い初め膳・焼鯛

y5

y4 焼鯛
約 1ｋｇ

３,３00円/ 税込
y3 お子様ランチ ７５0円/ 税込

◎お渡し時間：11：00～17：00
◎お支払いは「現金」「クレジット支払い※」「PayPay※」
「auPAY※」（※印の支払い方法はデリバリー適用外。）
※変更やキャンセルは、前日15：00迄にご連絡ください。
尚、当日の変更はキャンセル料が発生いたします。
※水曜日は休業日となります。

電話で注文予約
電話で２日前までに
予約します。

スマホで右記ＱＲを
読み取ってください。
※２日前までに
ご注文ください。

弁当番号と受け取り日
を伝えましょう。

当日、お車は姫路商工会議所の駐車場にお止めください。
２０分間無料
Ｂ１のレストランレジにてお名前をお伝えください。
レジにてお支払い(様々な決済方法に対応)

オプション

オプション

お子様の記念日、親族での会食に。

5,000円/税込

(姫路商工会議所地下1階)

ＱＲで注文予約

※盛り付けイメージ
※写真の容器は
付属しておりません。

お喰い初め膳1,５00円/ 税込

サイズ１８×１８cm
生後 100 日くらい （100 ～ 120 日前後）に子供が
一生食べ物に困らないことを願いまた、歯が生える
ほど成長したことを喜ぶ意味も込めて赤ちゃんに初
めて食べ物を食べ真似をさせる儀式です。このお喰
い初めは親族で一番長寿の方がひざに赤ちゃんを
抱いて、箸で食べさせる真似をします。
ご飯→汁→ご飯→魚→ご飯→汁の順番に３回行い
ます。

お申し込み
お問い合わせ

SEIKO CLUB 商工会議所店

tel: 079-281-6800

受付: 9:00〜18:00

ご注文は２日前まで

合計金額２０,000円（税込）
以上の場合は、姫路市内に限り
無料にてデリバリー承ります。
配達可能時間11：00～1２：00・1６：00～1７：00
デリバリー

※天候や交通事情により、やむを得ずご指定の配達時間に
遅れる場合がございます。

ランチ 11：30～15：00（LO14：30） ディナー17：30～21：30（LO20：00） 姫路市下寺町43 姫路商工会議所B1
お車は、姫路商工会議所の駐車場にお停め下さい。(駐車場は入庫後２０分以内は無料)

公式ＨＰ

公式ＬＩＮＥ
友達登録で
お得情報！

柔 ら かで旨 味 たっぷ り

播州に秋祭りシーズン到来！みんなが集まる席に
盛りだくさんのオードブルでおもてなし。

までに
２日前要予約

ステーキ弁当

オードブル

2日前までに要予約
承りは１名様分から

※写真はイメージです

B5

洋食オードブル
お祭りのおもてなしにぴったりのオードブル

5 人前

7,000円 / 税込

B1 洋風オードブル

B6

5種セット

和洋惣菜セット

フレンチシェフおすすめ5種をお楽しみ下さい。

3 人前

4,000円/ 税込

和洋のお料理をバランスよく取り揃えました。

5 人前

6,000円 / 税込

少し厚めにカットした牛フィレステーキと大きなエビフライ

S１

B2 お一人様用オードブル
取り分ける手間が かからない一人盛りスタイル。

お一人様

1,７00円/ 税込 サイズ２４×２４cm

◎ローストビーフ ◎天婦羅 ◎海老チリ ◎チキン照り焼き ◎魚介のマリネ

B3 コールミートセット
「牛・豚・鶏」３種の美味しさをご家庭で。

3 人前

３０.５×２３.３cm
2,500円/ 税込 サイズ

◎チキンバスク風 ◎ローストビーフ ◎ローストポーク

B4 寿司盛合せ
4 人前

・牛フィレ130ｇ ・大エビフライ・ジャーマンポテト
・彩り野菜 ・ポテトサラダ ・酢の物 ・ごはん
・香の物 ・フルーツ ※サイズ35×25.5cm

円/ 税込
３,０00
サイズ３４×２４.５cm

洋食の美味しさをギュッと！

S4

サイズ26.5×26.5ｃｍ
・ハンバーグ トマトチーズ焼き
・海老フライ ・ポテトサラダ
・ポテトフライ ・ビーツガリサラダ
・グリルチキンオニオンソース
・ポークフィレカツ
・シーフードとフルーツのサラダ
・ローストビーフ
・ライス

定番人気！ボリュームたっぷり。

S3

A4

お寿司・天ぷら弁当
サイズ34×24.5ｃｍ

ステーキ丼

食べる時にヒモを引くだけで約５～６分程で温かくなります。
保温性がありますので３０分程美味しさが持続します。
出来立てのような美味しさ是非お召し上がり下さい。

2,１00円 / 税込
S6

1,９８0円/ 税込

1,３00円/ 税込

少量多種で女性に人気。
メイン以外のおかず、
ご飯は共通になります。

当店おすすめ！ いろいろなおかずが楽しめる。

ハンバーグ＆
海老フライ弁当

A1～A3

A3 シーフードのカレー
クリームソース弁当
1,７６０円/ 税込

フレンチ弁当

１,８00円 / 税込

立ち上がる湯気
香り立つ肉の旨さ！
丼ぶりも加熱式で
あつあつ！

美味しさの秘密！

1,９８0円/ 税込

2,３00円

◎穴子寿司 ◎太巻き ◎細巻き、他

蒸気で加熱できるお弁当４選！！

1,７６0円/ 税込

ステーキ弁当
・牛フィレ130ｇ ・魚介のマリネ ・ジャーマンポテト
・彩り野菜 ・ポテトサラダ ・ごはん
/ 税込
・香の物 ・フルーツ
※サイズ28.5×18.5cm

4,500円/ 税込 サイズ３１×３１cm

までに
前日要予約

A1 和牛ハンバーグ弁当 A2 ミックスグリル弁当

S2

ステーキ＆大海老フライ弁当

自慢の穴子＆鮮魚を召し上が れ。

我が家で！会合で！各種お集りに！

あったか弁当

柔らかくて美味しい！極上の牛フィレステーキ弁当。

S5

お得弁当 1,１00円 / 税込
サイズ21×21ｃｍ

サイズ26×2０ｃｍ
・ハンバーグ
トマトチーズ焼き
・海老フライ
・ポテトサラダ
・ポテトフライ
・ビーツガリサラダ
・グリルチキンオニオンソース
・ライス
・オレンジ

※写真イメージ ※季節 ・仕入れの都合により食材の一部が変わる場合がございます。ご了承下さい。 ※消費期限は、購入日当日になります。

