ランチ
ディナー

オーダーバイキング

〈お料理〉慶楽40種類オーダーバイキング
コース

ランチバイキング
ディナーバイキング
贅沢バイキング

お盆期間（8/11〜8/19）
は大変混雑が予想されますので
2部制 とさせていただきます。
ランチ 11：15〜/13：30〜 ディナー 17：00〜/19：30〜

極上の一皿で盛夏を満喫

中国料理レストラン

大

人

3,500円
5,000円
7,500円

■期間／好評開催中

ディナー

1,000

フランス料理
レストラン

爽健美食ランチ〜野菜が主役〜

■期間／8月1日㈬〜8月31日㈮

盛夏円満〜極上の夏〜

ランチは75分 ディナーは90分（LO15分前） ■期間／8月1日㈬〜8月31日㈮
・鮑まるごと湯引き冷菜 ・フカヒレと冬瓜のとろみスープ
幼 児
3歳未満
小学生
・穴子と文甲いかのスパイス炒め
・大海老・ずわい蟹爪の雲丹ソース仕上げ
円
・低温調理で仕上げた蒲原牛の香味焼き
無料
・本日のおすすめ冷やし麺
円
円
・ヘルシー豆乳プリン 黒糖のカラメルをかけて

2,500
3,500
5,500円

ランチ

お1人様

8,000円

蒲原牛に添えられる夏野菜の彩り

・おくら、
めかぶ、豆腐のサラダ ・夏野菜の中華風 衣揚げ 葱ソース
・細切り野菜のあっさり炒め ・湯葉・冬瓜の塩煮込み
・カレー風味のベジタブルチャーハン
・ブルーベリーとプチトマトのゼリー
お1人様

ランチ

2,800円

アンガスビーフ リブロースステーキ食べ放題ランチ

■期間／8月1日㈬〜8月31日㈮

ANGUS
BEEF
アンガスビーフ？
アンガス牛は、和牛と
同じ穀物飼料で育っ
た、やわらかで香りの
少ない日本人好みの
赤 身 肉 が 特 長 です 。
脂っこくない肉質と、
肉のうまみをしっかり
感じられる濃 厚な味
わいが楽しめます。

ディナー

にいがたフレンチ〜夏〜

・一口のお楽しみ
・木崎産焼茄子とフォアグラのポワレ
・県産トウモロコシの冷製スープ
・新潟沖スズキのコンデモン
夏野菜のエマルジョンソース

・蒲原牛フィレ肉のグリエ
インゲン豆とハーブのサラダ添え
・白根産 桃のジュレとバニラアイスクリーム
・パティシエ特製ガトー
・パン
・雪室珈琲
お1人様

日本料理
レストラン

ディナー

■期間／8月1日㈬〜8月31日㈮

8,000

ランチ
ディナー

夏のビストロ〜蒲原牛と冷製カッペリーニ〜

■期間／8月1日㈬〜8月31日㈮
・一口のお楽しみ
・夏野菜をグリルした シーザーサラダ
・冷製カッペリーニと県産野菜のガスパチョスープ
・蒲原牛フィレ肉のグリエ グリーンペッパーソース
・パン又はライス
・パティシエ特製デザート
円
お1人様

3,800円

ディナー

新潟の夏の味覚は鮮度が決め手

新潟懐石

・先付 胡麻豆腐、胡麻クリーム、
丸茄子揚げ煮
アスパラ、海老酒塩煮
・前菜 鱚一夜干し、サザエ味噌漬け
新潟沖ギスのつくね、枝豆
・お椀 玉蜀黍すり流し、
新潟沖白身、冬瓜、針茗荷
・造 り 新潟沖本日の２種、他１種

旬菜新潟点心

12,000

お盆企画ならファミリーがお得！

新潟市民芸術文化会館

ランチ
ディナー

3,600

2,200円
●4人前 4,000 円
●6人前 6,000 円

【行先】古町、新潟駅、
新潟グランドホテル

リバージュビアホールプラン

■期間／9/30㈰まで ［前日までの要予約］ お1人様

【2時間 】食べ放題 ＋ 飲み放題

6,000円

理】枝豆 / ローストビーフサラダ / ズワイカニ / 気まぐ
れピッツァ / 鶏肉とソーセージのトマト煮込み /
料理全て 白身魚のソテー、バルサミコ酢ソース / 牛サーロ
食べ放題 インステーキ / パスタ料理 /ドルチェ
【ドリンク】ヱビスビール/風味爽快ニシテ
樽詰スパークリングワイン/イタリアンソーダー 他
【料

お盆 【８月１
４日〜１６日ファミリーディー】
企画
大人２名＆お子様１名（小学生以下）で

12,000円

上記のプランの他、
5,000円
（料理8品）
2時間飲み放題付もございます。
■Lunch／11：30am.〜2：30pm.■Dinner／5：00pm.〜8：00pm.（ラストオーダー7：30pm.）
■住所／新潟市中央区一番堀通町3番地2新潟市民芸術文化会館（りゅーとぴあ）3F■休館日／
毎月第2・4月曜日■お問い合わせ／☎025-224-7022■Eメール／rivage@ni-grand.co.jp

中国料理レストラン

●2人前

日本・西洋コラボセット価格

ランチ
ディナー

3,000円

庵懐石〜夏の味覚〜

・前菜 山葵豆腐、鱚の南蛮漬け、枝豆
玉子焼き、
冬瓜と湯葉のべっ甲餡かけ
烏賊の塩辛、
サーモン絹田巻き
・お椀 玉蜀黍のすり流し、焼目帆立、茄子
・造 り 新潟沖本日の３種
・焼物 鱸の南蛮味噌焼き、
帆立のバター焼き
・強肴 にいがた和牛サーロインステーキ、焼き野菜

中国・西洋料理セット価格

Delicatessen

お惣菜宅配
サービス

お帰り
タクシー付き

・アンガスビーフ リブロースステーキ 食べ放題
・五泉木村ファーム 赤卵のバニラアイスクリーム
・パン又はライス
お1人様

■期間／8月1日㈬〜8月31日㈮

■期間／
8月1日㈬〜8月31日㈮
・焼物 のど黒西京焼き、鮑のバター焼き
・小鉢 胡麻豆腐、胡麻クリーム ・煮物 冬瓜、車麩、蛸柔らか煮、南京
・強肴 にいがた和牛ステーキ ヒレ or サーロイン
アスパラ、玉蜀黍
八色椎茸旨煮、スナップエンドウ
・油物 玉蜀黍入り海老真丈と新潟夏野菜の煎り出汁
・造 り 新潟沖本日の２種
・食事［新之助］
、
味噌汁、
香の物
・食事［新之助］御飯 又は ふのりかけそば
・焼物八寸 丸茄子揚げ煮、岩船産もずく、玉子焼 ・水菓子 フルーツあんみつ
・水菓子 県産フルーツ、
あんみつ
サーモン神楽南蛮味噌焼き、
海老真丈、新潟沖ギスのつくね、
夏野菜の天婦羅、海老酒塩煮、
しし唐
お1人様
円
お1人様
円
■期間／8月1日㈬〜8月31日㈮

・本日のスープ
・菜園風サラダ

3,500円
●4人前 6,000 円
●6人前 9,000 円
●2人前

ディナーセット

8月 1日㈬〜8月10日㈮
『中国料理セット』全4品

海老チリソース／牛肉とピーマンの炒め／麻婆春雨／冬瓜のカニあんかけ

「コラボセット」の
盛り付け例です。

日本料理レストラン

フランス料理レストラン

・温物 炙り煮穴子と小柱の茶碗蒸し
・油物 鱧の煎り出汁、ズッキーニ
ヤングコーン、針葱
・食事［新之助］御飯 又は 稲庭うどん
・水菓子 フルーツあんみつ
お1人様

8,000円

●Lunch／11：30am.〜2：30pm.（LO／2：15pm.）
●Dinner／ 5：00pm.〜9：00pm.（LO／8：30pm.）
TEL.025-228-6172 Eメール keiraku@ni-grand.co.jp
●Lunch／11：30am.〜2：30pm.（LO／2：15pm.）
●Dinner／ 5：00pm.〜9：00pm.（LO／8：30pm.）
TEL.025-228-6171 Eメール seikoan@ni-grand.co.jp
●Lunch／11：30am.〜2：30pm.（LO／2：15pm.）
●Dinner／ 5：00pm.〜9：00pm.（LO／8：30pm.）
TEL.025-228-6170 Eメール bellevue@ni-grand.co.jp

新潟市民芸術文化会館 3階

新潟市民芸術文化会館 2階

東京表参道 新潟館ネスパス
にいがたの 味

セーリング・カフェ

メディアシップ 19階

ティーラウンジ

メンバーズ・バー

8月11日㈯〜8月20日㈪
『日本料理・西洋料理コラボセット』全5品
海老真丈みぞれ煮／蓮根挟み揚げ／茄子のそぼろあんかけ／特製ローストビーフ／シーザーサラダ

※8月11日から8月20日はお盆スペシャルメニュー全5品につき通常価格とは異なります。
尚、8月11日〜14日は配達時間を午後1時から6時、
ご注文はご利用日の2日前とさせていただきます。

8月21日㈫〜8月31日㈮
『西洋料理セット』全4品

新潟三越デリカショップ

新潟伊勢丹デリカショップ

中国料理

日本料理

カボチャの冷製スープ／メカジキのムニエル／鶏肉のピザ仕立て／ツナとペンネのサラダ
◆ご予約・お問い合わせ
《デリカショップ専用ダイヤル》

TEL.025-228-6108 FAX.025-228-6101
※ホームページにてメニュー内容をご覧いただけます。

ご希望の日に
ご自宅まで
配達いたします

◆お電話受付時間

月〜土曜日／9：00am.〜6：00pm.
日・祝日／
9：00am.〜3：00pm.

※配達可能エリアは、
〔旧新潟市・旧亀田町〕
です。
（詳しくは予約時にご確認ください）
（配達は3：00pm.〜6：00pm.の間を予定しております。）
※配達時間の指定はできません。
※ホテルにご来館・お受け取りの場合、2・4人前は200円割引、6人前は300円割引させて
いただきます。
※ご注文は、
ご利用日の前日 午後3時までにお願いいたします。

〒951-8052 新潟市中央区下大川前通3ノ町2230番地
TEL025-228-6111（大代表）

http://www.ni-grand.co.jp
※表示金額は全て消費税・サービス料込となっております。

