
フレンチコース 全11品 ／ アミューズ・冷製オードブル・温製オードブル・スープ
お魚料理・お口直し・お肉料理・デザート・コーヒー・小菓子・パン 

¥10,000お1人様 〈税サ込価格  ¥10,800〉要予約

Menu

12/23（水）, 24（木） 17:30 ～ 22:00 ／ LO 21:00

街の喧騒を離れて、聖夜を優雅にゴージャスに。
最上階ヴェール・マランでフレンチフルコースとともにお楽しみください。

極上のXmasディナー『JOYEUX NOEL』
11F  フランス料理　ヴェール・マラン

2F  日本料理　呉 濤

『夫婦寿司会席』

12/14（月）～ 25（金）
17:30 ～ 21:30  〈土日祝 17:00 ～〉
／ LO 21:00

¥10,000お2人様

要予約

夫婦お二人に楽しんでいただける
旬の魚料理や厳選握り 寿司、
お造り、前菜、煮物、焼き物など
全7品の豪華期間限定特別会席。

写真はイメージです。

前菜・造り・煮物・焼物・揚物
食事（寿司 12貫）・水菓子

Menu

※仕入れ状況により、
内容が変更になる場合がございます。

〈税サ込価格 ¥10,800〉

写真はイメージです。
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ワンドリンクサービス
切り取って入店時にご提示ください。
【ご利用対象店舗】
1F 喫茶コートダジュール／2F 呉濤／11F ヴェール・マラン

1回のご来店につき、
お一人様一杯まで。
他券併用不可。
2015年12月31日まで有効。

12/21（月）～ 25（金） 17:30 ～ 21:30
／ LO 20:30

1F  ファミリーダイニング　ソーニョ

『Xmasスペシャルバイキング』

お一人様大人 ¥2,800〈税サ込価格 ¥3,024〉 お一人様小学生 ¥1,400〈税サ込価格 ¥1,512〉
要予約 時間制限 120分間

家族みんなで楽しめるクリスマスだけのスペシャル
バイキング。限定メニューも多数ご用意。

＋ ¥550〈税サ込価格 ¥594〉 ソフトドリンク飲み放題
＋ 〈税サ込価格 ¥1,512〉¥1,400 ソフトドリンク・アルコール飲み放題

※
※
10名以上の団体のお客様は料金一律となります。
詳しいメニュー内容は公式サイトをご覧ください。 www.clayton-bay.jp

幼児は無料（大人1人に同伴される2人目からは小学生料金となります。）

写真はイメージです。

We will invite you to the best
Christmas ever.

今年一年の感謝を
クレイトンから
そして
あなたから、あの人へ

Merry Christmas!!



ⒸSoftBankRobotics

ご予約は12月20日（日）まで承ります。

キッズルーム完備

ブレックファースト
ランチバイキング
ディナータイム

7
11
17

:
:
:

00 ～ 10:00
30 ～ 14:45（ラストオーダー 14:15）
00 ～ 21:30（ラストオーダー 20:30）

年末年始の営業時間　 12/31（木）・1/1（金）・2（土）・3（日） 年末年始の営業時間　 12/31（木）・1/1（金）・2（土）・3（日）年末年始の営業時間　 12/31（木）・1/1（金）・2（土）・3（日）

昼席
夜席

11:30 ～ 14:30（ラストオーダー 14:00）
17:00 ～ 21:30（ラストオーダー 21:00）

ランチタイム
ディナータイム
バータイム

11:30 ～ 15:00（ラストオーダー 14:00）
17:00 ～ 21:30（ラストオーダー 21:00）
20:00 ～ 22:00（ラストオーダー 21:45）

1F  ファミリーダイニング　ソーニョ

あったか鍋バイキング

12/1（火）～ 30（水）
17:30 ～ 21:30  〈土日祝 17:00 ～〉 ／ LO 20:30

要予約 時間制限 120分間

①
②
①

①
②
①

大人

大人

小学生

大人

大人

小学生

お一人様

お一人様

お一人様

お一人様

お一人様

お一人様

¥2,300
¥3,400
¥1,000

¥2,500
¥3,700
¥1,200

〈税サ込価格 ¥2,484〉

〈税サ込価格 ¥3,672〉

〈税サ込価格 ¥1,080〉

生クリームデコレーション

チョコクリームデコレーション

ガトーショコラデコレーション

限定70個

限定50個

限定50個

¥3,500
¥3,800
¥3,300

〈税込価格 ¥3,780〉

〈税込価格 ¥4,104〉

〈税込価格 ¥3,564〉

〈税サ込価格 ¥2,700〉

〈税サ込価格 ¥3,996〉

〈税サ込価格 ¥1,296〉

※10名以上の団体のお客様は料金一律となります。 ※詳しいメニュー内容は公式サイトをご覧ください。 www.clayton-bay.jp

①バイキング（ソフトドリンク飲み放題）
②バイキング（ソフトドリンク、アルコール飲み放題）

平日

土日祝

www.clayton-bay.jp

0120-190-904ご予約専用

検索クレイトンベイホテル

〒737-0822 広島県呉市築地町3-3
Tel.0823-26-1111（代） Fax.0823-26-0011 

0120-13-1277

SC会員の皆様へお願い

（株）総合センター お客様相談室

SC会員の会員名義人様やご住所等に変更があった
場合は、SC会員の変更手続きが必要となりますので、
お客様相談室までご連絡をお願いいたします。

●掲載内容は12/1（火）現在の情報です。 ●〈　〉内の料金は、消費税・サービス料を含みます。 ●写真はすべてイメージです。実際と異なる場合がございます。 ●メニュー内容は食材の入荷状況により、予告なしに変更になる場合がございます。予めご了承ください。 ●掲載内容の詳細
につきましては掲載各店舗又は、ホテルお問い合わせダイヤル0120-190-904までお問合せください。 ●本誌は12/1（火）～12/31（木）までのご案内となっております。

レストランのご案内

［1F］ファミリーダイニング　ソーニョ
Tel. 0823-26-1133（直）

［2F］日本料理　呉濤
Tel. 0823-26-0005（直）

［11F］フランス料理　ヴェール・マラン
Tel. 0823-26-0001（直）

旬の食材を使用した鍋のバイキングです。
お好きな具材を選んでオリジナル鍋を
お楽しみください。 

クリスマスケーキ Christmas Cake
厳選した素材を贅沢に使って、
バラエティー豊かなクリスマスケーキをご用意しました。

ご予約は12月20日（日）まで承ります。

おせち料理　 Osechi
新年を祝う食卓。
素材にこだわりひとつひとつ丁寧に心を込めました。

■
■
■

申込受付　12/20（日）まで
お引渡し日　12/24（木）・25（金）
お引き渡し場所　1F ジョフレにて（13：00～18：00）
公式サイトからもお申込み頂けます。  www.clayton-bay.jp

■
■
■

申込受付　12/20（日）まで
お引渡し・お届け日　12/31（木）
お引き渡し場所　ホテルに直接ご来館頂くと500円割引
詳細は公式サイトをご覧ください。  www.clayton-bay.jp

広島県内
ホテル初！！

あのpepperが
クレイトンの一員に！
新時代のおもてなしを
体験してください。

おもてなし
近未来
始まる！！

ソフトバンクロボティクスの
Pepperを活用し、
自社が独自に実施しているものです。

1/4（月）～ 2/29（月）

¥3,800お1人様・税サ込前売券
お1人様・税サ込 ¥1,0001Ｆ  コートダジュール 10:00 ～ 17:00

¥4,000お1人様・税サ込当日

要予約

★★★

ソーニョ
まるごと冬の北海道バイキング
〈チケット 1枚〉

呉濤
ほっこり冬のご馳走会席
〈チケット 2枚〉 〈ミニ会席：1枚〉

ヴェール・マラン
【獺祭】×【フレンチ】 ディナー
〈チケット 2枚〉 〈ランチミニコース：1枚〉

三ツ星ディナー
ホテルが誇る3店舗の
シェフが自信を持って
お届けする三ツ星ディナー。
和食・フレンチ・バイキング
厳選された冬の味覚を
お得なチケットで。

ホテルレストラン
3店舗共同企画

華
雅
舞
極

ー はな ー

ー みやび ー

ー まい ー

ー きわみ ー

4～5人前

3～4人前

1～2人前

¥50,000
¥25,000
¥12,000
¥8,000

〈税込〉

〈税込〉

〈税込〉

〈税込〉

（和洋折衷七寸三段重）

（和洋折衷七寸二段重）

（和食五寸二段重）

（こだわりの味わい七品）

※ 12/21（月）～25（金）を除く

～ 2/29（月）
17:30 ～ 21:30  〈土日祝 17:00 ～〉
／ LO 21:00

¥4,000お1人様 〈税サ込価格 ¥4,320〉要予約

2F  日本料理　呉 濤

※ 12/31（木）～1/3（日）は除く

呉濤の冬鍋

ズワイガニと大アサリの味噌鍋

冬の冷たい海が育んだ旨味たっぷりの海の幸を、熱々の鍋で
いただく季節。贅沢で暖かな冬鍋をぜひお召し上がり下さい。

¥3,750お1人様 〈税サ込価格 ¥4,050〉要予約

牡蠣と海鮮のチゲ

先付・造り・ご飯又はうどん・デザート付 先付・造り・ご飯又はうどん・デザート付

写真はイメージです。写真はイメージです。

ソーニョの『護衛艦いせカレー』が
第1回呉海自カレーグランプリで、
初代グランプリに輝きました！！

先人（海軍）の作ったカレーと現代（海上自衛隊）が作った
カレーを融合した海軍伝承のカレーです。

出典：海上自衛隊ホームページ
（www.mod.go.jp/msdf/index.html）

写真はイメージです。

写真はイメージです。

写真はイメージです。

写真はイメージです。

写真はイメージです。


