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妥協はせず、最高のおもてなしを提供する

ために。故人様のご冥福をお祈りする場に

ふさわしい、職人の技が冴え渡る至極 の

通夜料理をお届けいたします。
セット料理
贅を尽くした

厳選した旬の食材、洗練された職人の技－

仕入れから調理、サービスに至るまで

私たちはすべての行程に ありがとう の気持ちを込めて

お料理をお届けいたします。

心を込めて仕上げた朋園自慢の逸品が

大切なお席へのおもてなしをお手伝いいたします。

ありがとう を届けたい
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※季節により料理・器に多少の変更がございます。 ［セット料理］　　43　　［セット料理］ ※季節により料理・器に多少の変更がございます。

本体価格：54,800円 （10％税込価格：60,280円）
特上寿司4台・オードブル1台・煮物1台・揚げ物盛合せ1台Aセット［ 10～12名様 ］

商品番号　S02

本体価格：71,200円 （10％税込価格：78,320円）
特撰寿司4台・煮物1台・天ぷら盛合せ1台・ローストビーフサラダ1台・
フルーツ盛合せ1台

特撰セット［ 10～12名様 ］
商品番号　S01



商品番号　S04

Cセット［ 10～12名様 ］ 本体価格：46,000円 （10％税込価格：50,600円）
上寿司4台・オードブル1台・煮物2台

Bセット［ 10～12名様 ］ 本体価格：51,700円 （10％税込価格：56,870円）
特上寿司4台・オードブル1台・煮物1台・漬け物1台

商品番号　S03

商品番号　T01

本体価格：5,700円 
（10％税込価格：6,270円）

一人前寿司・揚げ物・
ローストビーフオニオンソース掛け・

煮物・オードブル

［ 一人前通夜料理］

ひすい

お通夜当日の追加ご注文の際には
一人前寿司にてご対応いたします。

商品番号　T02

本体価格：4,700円 
（10％税込価格：5,170円）

一人前寿司・
ローストビーフオニオンソース掛け・

オードブル

［ 一人前通夜料理］

あやめ

お通夜当日の追加ご注文の際には
一人前寿司にてご対応いたします。

5　　［セット料理］ ※季節により料理・器に多少の変更がございます。 ※お寿司はサビ抜きのご注文も承ります。 ［一人前通夜料理］　　6

御膳でのご提供となります。

御膳でのご提供となります。

「安心」をご提供することからはじまる、おもてなし。

丹精込めた極上のお料理を是非ご堪能ください。

通夜料理
一人前にお取り分けした



思い出を語らうお席に、丹精込めた極上の

御膳料理を。大地と水に育まれた、温もり

のある味。豊潤な山海の幸を散りばめた、

味わい深い御膳料理をご堪能ください。
おもてなし御膳
丹精を込めた

こちらの御膳料理のご注文は、ご会食日当日の3日前までに
ご確定数にてお申し付け下さいますようお願いいたします。

※季節により料理・器に多少の変更がございます。 ※お体に優しいライト油を使用しています。 ［おもてなし御膳］　　　87

本体価格：16,000円 （10％税込価格：17,600円）
こがね
［プレミアム御膳］

商品番号　G01

御膳　前菜・季節野菜の炊き合わせ・旬の焼き魚・鮑の姿煮・
厳選素材のお造り・ローストビーフオニオンソース掛け

特撰寿司（一人前）・特撰天ぷら（一人前）・茶碗蒸し・

吸物・季節のフルーツ盛合せ



こちらの御膳料理のご注文は、ご会食日当日の3日前までに
ご確定数にてお申し付け下さいますようお願いいたします。

御膳　前菜・季節野菜の炊き合わせ・旬の焼き魚・鮑の姿煮・
厳選素材のお造り・ローストビーフオニオンソース掛け

特撰天ぷら（一人前）・茶碗蒸し・吸物・ご飯・香の物・

季節のフルーツ盛合せ

本体価格：12,500円 （10％税込価格：13,750円）
はくじ
［プレミアム御膳］

商品番号　G02

さんご 本体価格：9,300円 （10％税込価格：10,230円）
御膳・特撰寿司（一人前）・茶碗蒸し・吸物・デザート（高級メロン）

商品番号　G03

もえぎ 本体価格：7,300円 （10％税込価格：8,030円）
御膳・一人前寿司・茶碗蒸し・吸物・デザート（高級メロン）

商品番号　G04

※季節により料理・器に多少の変更がございます。 ［おもてなし御膳］　　109　　［おもてなし御膳］ ※季節により料理・器に多少の変更がございます。 ※お体に優しいライト油を使用しています。



あかね 本体価格：6,600円 （10％税込価格：7,260円）
御膳・刺身・茶碗蒸し・吸物・ご飯・デザート（高級メロン）

商品番号　G05

あさぎ 本体価格：5,700円 （10％税込価格：6,270円）
御膳・茶碗蒸し・吸物・ご飯・デザート（マンゴープリン）

商品番号　G06

やまぶき 本体価格：3,800円 （10％税込価格：4,180円）
御膳・吸物・ご飯・香の物

商品番号　G08

ききょう 本体価格：4,800円 （10％税込価格：5,280円）
御膳・吸物・ご飯・デザート（マンゴープリン）

商品番号　G07

11　　［おもてなし御膳］ ※季節により料理・器に多少の変更がございます。 ※季節により料理・器に多少の変更がございます。 ［おもてなし御膳］　　12



おもてなしに花を添える美しい単品料理。

お好みの一品をプラスすることで、テーブルは

より華やかに彩られます。

単品料理だけのご注文も承ります。
単品料理
華やかな一品

こはく
本体価格：4,800円 （10％税込価格：5,280円）
寿司入り御膳
※通夜時に御導師様用膳としてもご利用いただけます。

商品番号　G09

ジュニア御膳
本体価格：3,400円（10％税込価格：3,740円）
御膳・吸物・ご飯
※小学校中学年～高学年様向け

商品番号　G10

鰻重は海鮮丼へ
刺身は和風小鉢へ
変更できます。

本体価格：5,800円 （10％税込価格：6,380円）
うな重・刺身・茶碗蒸し・吸い物・香の物
※お重でのご提供となります。お持ち帰りはできません。

うなぎ膳 ゆず 商品番号　G12

お子様ランチ
本体価格：2,600円 （10％税込価格：2,860円）
御膳・お菓子セット
※幼児～小学校低学年様向け

商品番号　G11

13　　［おもてなし御膳］ ※季節により料理・器に多少の変更がございます。 14

ジュニア御膳・お子様ランチに含まれるアレルゲン

小麦

○

卵

○

乳

○

そば

－

落花生

－



15　　※季節により料理・器に多少の変更がございます。 ※季節により料理・器に多少の変更がございます。　　16
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本体価格：12,600円 （10％税込価格：13,860円）

本体価格：9,900円 （10％税込価格：10,890円）

本体価格：8,100円 （10％税込価格：8,910円）

本体価格：4,200円 （10％税込価格：4,620円）
※ワサビは使用しておりません。

巻き物（3人盛） 商品番号　N05

本体価格：8,400円 （10％税込価格：9,240円）
※ワサビは使用しておりません。

手まり寿司（3人盛） 商品番号　N04

本体価格：3,300円 （10％税込価格：3,630円）
一人前寿司 商品番号　N06

特撰寿司（3人盛） 商品番号　N01

特上寿司（3人盛） 商品番号　N02

上寿司（3人盛） 商品番号　N03



17　　※季節により料理・器に多少の変更がございます。 ※季節により料理・器に多少の変更がございます。　　18

単
品
料
理

単
品
料
理

お吸い物 マンゴープリン

本体価格：380円
（10％税込価格：418円）

本体価格：300円
（10％税込価格：330円）

商品番号　H12 商品番号　H14

本体価格：6,200円 （10%税込価格：6,820円）本体価格：5,600円 （10%税込価格：6,160円）

本体価格：5,600円 （10%税込価格：6,160円） 本体価格：2,400円 （10%税込価格：2,640円）

本体価格：6,800円 （10%税込価格：7,480円） 本体価格：5,000円 （10%税込価格：5,500円）

本体価格：4,000円 （10%税込価格：4,400円） 本体価格：2,500円 （10%税込価格：2,750円）

本体価格：5,600円 （10%税込価格：6,160円） 本体価格：6,200円 （10%税込価格：6,820円）
オードブル 商品番号　H03 洋風オードブル 商品番号　H02

煮物 商品番号　H08 漬け物 商品番号　H09

天ぷら盛合せ 商品番号　H07刺身盛合せ 商品番号　H01 揚げ物盛合せ 商品番号　H05 ローストビーフサラダ 商品番号　H04

フルーツ盛合せ 商品番号　H06 サンドウィッチ 商品番号　H10



本体価格：5,400円 （8％税込価格：5,832円）
江戸前寿司・煮物・オードブル

［江戸前寿司弁当］

ぼたん
商品番号　B01

本体価格：3,800円（8％税込価格：4,104円）
江戸前寿司単品 商品番号　B15

本体価格：5,400円 （8％税込価格：5,832円）
うな重・煮物・オードブル・香の物

［鰻二段弁当］

もみじ
商品番号　B02

本体価格：3,800円（8％税込価格：4,104円）
うな重単品 商品番号　B16

ご自宅でも美味しく会席料理を召し上がって

いただきたくて、特別な会席料理を贅沢な

折詰弁当に仕上げました。どうぞごゆっくり

ご賞味ください。
折詰弁当
お持ち帰りもできる

※会場でお召し上がりの際には、軽減税率の対象となりません。 ［折詰弁当］　　20

お寿司は保冷剤と保冷シートで包装させていただきます。
お早めにお召し上がりください。

単品注文
承ります

19

単品注文
承ります

お茶付き
+216円

お茶付き
+216円



21　　［折詰弁当］ ※会場でお召し上がりの際には、軽減税率の対象となりません。 ※会場でお召し上がりの際には、軽減税率の対象となりません。 ［折詰弁当］　　22

お弁当にあわせて、もう一品。

本体価格：380円
（8％税込価格：410円）

※お湯はお客様にてご用意ください。

商品番号　M01

本体価格：300円
（8％税込価格：324円）

商品番号　M02

本体価格：800円
（10％税込価格：880円）

商品番号　M04

本体価格：200円
（8％税込価格：216円）

商品番号　M05

本体価格：3,800円 
（8％税込価格：4,104円）

揚げ物・煮物・オードブル・
珍味・ご飯

［ 三段弁当 ］

さつき
商品番号　B09

本体価格：3,000円 
（8％税込価格：3,240円）

煮物・オードブル・珍味・ご飯

［ 二段弁当］

きり
商品番号　B11

本体価格：2,600円 
（8％税込価格：2,808円）

お子様御膳・お菓子セット

［ お子様弁当］

わかば
商品番号　B12

本体価格：4,800円 （8％税込価格：5,184円）
天ぷら・うなぎ・煮物・オードブル各種・ご飯

［天ぷら会席弁当］

つばき
商品番号　B07

本体価格：3,800円（8％税込価格：4,104円）
大海老入り特撰天丼単品 商品番号　B19［特撰天丼弁当］

かえで
本体価格：5,400円 （8％税込価格：5,832円）
大海老入り特撰天丼(大海老2・蟹1・大アナゴ1・
キス大葉添え1・野菜 )・煮物・オードブル・香の物

商品番号　B05

単品注文
承ります

お持ち帰り用
お吸い物

お持ち帰り用
マンゴープリン 冷酒 (箱付)

お茶
(ペットボトル500ml)

お茶付き
+216円

お茶付き
+216円

お茶付き
+216円

お茶付き
+216円


