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テイクアウト

誕生会、入学・卒業・就職祝い、長寿のお祝い、ホームパーティー
オフィスでの歓送迎会、納会、新築披露、開店・開業披露、謝恩会

さまざまなシーンでホテルの味をお楽しみください

〝新潟グランドホテルの味〟をオフィスで、ご家庭で

ドライブスル
ーOK！

オフィスやご
家庭にお届

けします



お
弁
当
お
誕
生
日
、ご
入
学
、ご
卒
業
な
ど
、

ご
家
族
の
お
祝
い
に
華
や
か
さ
を
添
え
ま
す

静香庵 かおり弁当　￥3,800
料理長が吟味したお料理を
二段に仕立てました
●季節の焼き魚　●鮭西京焼き　
●炊き合わせ色々　
●料理長の出汁巻玉子 など

静香庵 いおり弁当　￥2,700 旬のいろどり弁当　￥2,200
新潟の名物料理を中心に取り揃えた幕の内　
会議や研修会にもおすすめです
●銀鮭焼漬け　●新潟名物タレカツ　●海老真丈オランダ煮　
など季節のもの色々

伝統的なお料理を彩りよく詰めた一段
●鮭西京焼き　●季節の焼物　●海老真丈アーモンド揚げ　
●季節の炊き込みご飯 など

１個～ 3日前

１個～ 3日前
１個～ 3日前

静香庵 しずか弁当　￥5,500
国産牛ステーキが入った最高峰のおもてなし二段
●国産牛サーロインステーキ　●ノドグロと鮭の西京焼き
●海老真丈アーモンド揚げ　●海老艶煮　
●季節の炊き合わせ　●炊き込みごはん　
ほか季節のもの色々

１個～ 3日前

ＳＢ－01ＳＢ－01

ＳＢ－02ＳＢ－02

ＳＢ－03ＳＢ－03 ＳＢ－04ＳＢ－04

しずか弁当と
かおり弁当は
巾着パッケージで
お包みします

お弁当とご一緒にお茶の手配も承ります。… ペットボトル（500ml）￥200／ 紙パック（250ml）￥1002



おいしさの秘密

ベルビュー 特選洋風二段弁当
￥3,800
牛フィレ肉をメインにした華やかなお料理の数々
●牛フィレステーキ　●海老カツ　●お魚のオーブン焼き　
●小海老のマリネ　●ヘルシーサラダ　●温野菜　
●フルーツ　ほか季節のもの

ベルビュー 牛サーロインステーキ重
￥2,700

良質な牛サーロインを使用しました
●料理長が厳選した牛サーロインステーキ
●お魚のオーブン焼き　●ヘルシーサラダ　
ほか季節のもの

慶楽 華やぎ弁当　￥2,700
伝統のエビチリや炒飯などの人気メニューを楽しめます
●海老のチリソース　●豚肉とピーマンの細切り炒め
●肉団子の甘酢ソース　●五目炒飯 など

慶楽 中華満喫弁当　￥3,800
お肉と海鮮。豪華食材を使ったちょっと贅沢な中華弁当
●牛肉と旬野菜の黒胡椒炒め　●若鶏の唐揚げ　●肉焼売
●海老のチリソース　●フカヒレ餃子　●ずわい蟹の炒飯 など

新潟グランドホテルのお弁当は、

仕込から盛り付けまで、すべて

レストランと同じようにお作りし

ています。選び抜かれた素材と

熟練の技で、レストラン店内で

お召し上がりいただくのと同じク

オリティーのお料理をひとつひと

つ心をこめてお作りしています。

※合計１万円以上で配達いたします。（新潟市内）　※お弁当は全品ドライブスルーに対応しております。
※季節や仕入れ状況により内容が変更となる場合がございます。ご了承ください。
※クリスマス・年末年始等、期間によってご注文をお受けできない場合がございます。ご了承ください。
※お箸・楊子・紙ナプキンが付属しております。　※表示価格はすべて税込です。

最低ご注文個数
お申込み期限

ドライブスルー

１個～ 3日前

１個～ 3日前

１個～ 3日前

１個～ 3日前

ＢＢ－02ＢＢ－02

ＢＢ－01ＢＢ－01

ＫＢ－01ＫＢ－01

ＫＢ－02ＫＢ－02
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Hors-d'œuvre

Specialty

食卓に華やかさと彩りを

和洋中特選オードブル（約4名様用）　
約 21cm/21cm/4.5cm×2 段　￥14,000

バラエティー豊かなホームパーティーを
〈和食〉鰊と帆立の旨煮、季節の炊き合わせ、季節の焼魚、
  　　 出汁巻玉子、海老艶煮など季節のもの
〈洋食〉ローストビーフ、スモークサーモン、ほか季節のもの
〈中華〉海老と蟹爪のチリソース、若鶏の唐揚げ、春巻き、牛肉と旬野菜の炒め

１個～ 3日前

BKS－H01BKS－H01

オードブル

さまざまなシーンでご利用いただけます
新潟グランドホテルのお弁当・オードブルは、皆様のライフスタイルのさまざま

なシーンを華やかに彩ります。ご家族のお誕生日、ご入学、ご卒業、進学、就職、

長寿のお祝い、そして法要のお席にもお使いいただけます。

また、開店・開業祝いや社内の打ち上げ、慰労会、歓送迎会など、オフィス

でのちょっとしたパーティーにもおすすめです。
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Japanese

Chinese

French

ご家庭でのお祝いのお席から、オフィスでの研修会やプロジェクトの打ち上げ、開業・開店祝いまで、
さまざまなシーンに華やかさを添えるオードブル。
互助会、親睦会、謝恩会などのお持ち帰りにもおすすめです。

静香庵
和風オードブル（約4名様用）　
約 26cm/13cm/4.7cm×2 段　￥10,000
料理長が吟味したお料理の数々
●おすすめの焼き魚　●海老真丈アーモンド揚げ　
●炊き合わせ　●静香庵特製胡麻豆腐　
ほか季節のもの色々

１個～ 3日前

SH－01SH－01

慶楽
中華ファミリーオードブル（約4名様用）　
直径約 38cm　￥8,000
中華の定番メニューがぎっしり
●冷菜３種盛り　●海老のチリソース　
●若鶏の唐揚げ　●豚肉と三色ピーマンの炒め　
●点心など

１個～ 3日前

KH－01KH－01

ベルビュー
洋風ファミリーオードブル（約4名様用）　
直径約 38cm 　￥8,000
ご家族そろって楽しめるメニューを
詰め合わせました
●ローストビーフ　●スモークサーモン　●シーフードマリネ
●エビフライ＆タルタルソース　●フライドチキン　
●合鴨のスモーク　●カマンベールチーズ　
●ロースハム　●野菜のトマト煮　ほか季節のもの

１個～ 3日前

BH－01BH－01

※合計１万円以上で配達いたします。（新潟市内）　※オードブルは全品ドライブスルーに対応しております。
※季節や仕入れ状況により内容が変更となる場合がございます。ご了承ください。　
※クリスマス・年末年始等、期間によってご注文をお受けできない場合がございます。ご了承ください。
※お箸・紙ナプキン（4人分）が付属しております。　※表示価格はすべて税込です。

最低ご注文個数
お申込み期限

ドライブスルー
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※写真はイメージです

料理長のローストビーフ
輸入牛サーロイン１ｋｇ ￥10,800

じっくり焼き上げたベルビュー自慢のローストビーフです。
●特製ソース、西洋わさび付　
●ブロックかスライスかお選びください １個～ 3日前

BR-01BR-01

バスクチーズケーキ
サイズ5号（約15ｃｍ）　￥3,000
オリジナルレシピの
濃厚チーズケーキ　

１個～
3日前

１個～
3日前

クレームダンジュ
4 個入り　￥2,000

プティアソートメント
6 個入り　￥2,000
マドレーヌ、ブラウニー、
モワルーノワゼットエオランジュ
各 2個入り

グランアソートメント
12 個入り　￥3,700
マドレーヌ、ブラウニー、
モワルーノワゼットエオランジュ
各 4個入り

ジョエル・ロブションの料理哲学を踏襲した風味豊かな焼き菓子です

●他にも各種ございます。お問い合わせください。

東京・恵比寿

やさしい口どけにこだわりました

BD-01BD-01

BD-02BD-02

P-01P-01 P-02P-02

5 食入り ￥2,000

ホテルオリジナルレシピの
レトルトカレーです。
ちょっとした手土産や
パーティーの景品にも最適です。

静香庵の料理長が自ら厳選した
お魚を西京漬けに仕込みました。
ご家庭で焼き上げるだけで
おいしくお召し上がりいただけます。

１個～ 3日前

１個～ 10日前 １個～ 10日前

FC-01FC-01

FC-02FC-02

料理長のハンバーグセット
6 個入り・3種のソース付き  ￥4,000

静香庵特選焼物詰合せ

SY-01「焼物・香」 ￥10,８00
・のど黒西京漬け2切 
・ハタハタ一夜干し4本
・鮭西京漬け　2切

SY-02「焼物・静」 ￥16,200
・のど黒西京漬け2切 
・ハタハタ一夜干し4本
・銀鱈西京漬け2切
・鮭西京漬け 2 切
・甘鯛一夜干し 2 本

肉汁あふれる手作りハンバーグ。
ご贈答品としても最適です。
●約160ｇ（ソース込）×6個
　トマトソース、デミグラスソース、和風ソース 各2
●冷凍でのお渡しです。

●木箱入り
●真空包装・冷凍でのお渡しです
　冷蔵庫で解凍の後、グリルで
　焼いてお召し上がりください。
●消費期限　冷凍未開封で 30日

１個～ 5日前

１個～ 5日前

BR-02BR-02

SY-01「焼物・香」SY-01「焼物・香」

SY-02「焼物・静」SY-02「焼物・静」

ア・ラ・カルト
お好みに合わせてお選びいただける、
各種お料理をご用意しております。

ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション
焼菓子詰合わせ

1 食入り ￥700

新潟グランドホテルの
ビーフカレー
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※写真はイメージです ※写真はイメージです

ドライブスルー

１個～
当日2時間前まで （配達の場合は3日前まで）
※当日ご注文の場合のお渡しは 12:00～19:30
　とさせていただきます。

ＫA－101ＫA－101 ＫA－102ＫA－102

ＫA－103ＫA－103 ＫA－104ＫA－104 ＫA－105ＫA－105 ＫA－106ＫA－106

ＫA－107ＫA－107 ＫA－108ＫA－108 ＫA－109ＫA－109 ＫA－110ＫA－110

ＫA－111ＫA－111 ＫA－112ＫA－112 ＫA－113ＫA－113 ＫA－114ＫA－114

ＫA－115ＫA－115 ＫA－116ＫA－116 ＫA－117ＫA－117 ＫA－118ＫA－118

ＫA－119ＫA－119 ＫA－120ＫA－120 ＫA－121ＫA－121 ＫA－122ＫA－122

ＫA－125ＫA－125 ＫA－126ＫA－126ＫA－123ＫA－123 ＫA－124ＫA－124

若鶏の角切りとカシューナッツ炒め
160ｇ　￥1,200

八宝菜
170ｇ　￥1,200

若鶏の唐揚げ
70ｇ　￥850

各種野菜の細切り炒め
150ｇ　￥1,100

牛肉のカキ油炒め
140ｇ　￥1,300

文甲イカと季節野菜の生姜炒め
130ｇ　￥1,200

ピーマンと牛肉の細切り炒め
140ｇ　￥1,300

ピーマンと豚肉の細切り炒め
140ｇ　￥1,200

蒸し鶏の胡麻だれ
70ｇ　￥1,100

クラゲの酢の物
50ｇ　￥1,200

ピータン
40ｇ　￥1,100

海老のチリソース
150ｇ　￥1,400

五目あんかけ焼きそば
650ｇ　￥1,200

茄子の四川風炒め
300ｇ　￥1,200

麻婆豆腐
300ｇ　￥1,100

海老と野菜のあんかけ焼きそば
650ｇ　￥1,500

海老入り蒸し餃子
4個　￥1,100

五目やきめし
450ｇ　￥1,000

蟹肉とレタスの焼きめし
450ｇ　￥1,600

干し貝柱入り焼売
4個　￥1,100

カスタード入り桃饅頭
2個　￥550

あん入り饅頭
1個　￥500

肉入り饅頭
1個　￥600

搾菜
70ｇ　￥600

杏仁豆腐
150ｇ　￥600

春巻
2本　￥600

※慶楽単品料理は電子レンジ対応容器でお渡しいたします。　
※合計１万円以上で配達いたします。（新潟市内）
※このページの商品は全てドライブスルーに対応しております。　※表示価格はすべて税込です。 

新潟の新鮮な海鮮や野菜を使った慶楽の料理は、
年齢を問わず楽しめるヘルシーな味付けが特徴です。
そんな慶楽の単品料理を、お店と同じクオリティーで
1人前からお持ち帰りいただけます。

中国料理レストラン

※電子レンジ対応容器でお渡しいたします。

最低ご注文個数
お申込み期限 7



掲載商品はホームページでも
ご覧いただけます。

出張サービス

お申込み

お支払い

ご注文はお電話またはFAXでお受けします。

商品と引き換えにご精算ください。

お車から降りずにお受け取り。　お手軽、そして安全にお持ち帰りいただけます。

配　達

配達・ドライブスルー 現金 または 一部のクーポン・チケット

　　  ご来館 現金 または クレジットカード、電子マネー、一部のクーポン・チケット

ドライブスルー

お買い上げ金額合計 10,000 円以上で配達いたします。

ご家庭にシェフが出張して調理します。
お料理内容は事前のお打ち合わせとお下見の上ご提案します。

Chef's Table シェフズテーブル

コース料理 １名様 ￥18,000より
※４名様以上で承ります。
※食器等の機材費、運搬費は別途お見積もりいたします。
※サービス係が必要な場合は別途人件費が必要です。
※お飲み物は含まれておりません。　※出張は新潟市内に限ります。
●２週間前までにお申込みください。

会場設営からサービスまで、すべておまかせ！
開店・開業祝いや社屋の新築披露、社内の各種パーティー、
学校内での謝恩会や記念パーティーなど、お気軽にご相談ください。

Catering ケータリングサービス

１名様 ￥8,000より

※料金はお料理のみの価格です。
※食器等の機材費、運搬費、人件費は別途お見積もりいたします。
※お料理はブッフェスタイルが基本です。３０名様より承ります。
※お飲み物、看板、装花などの手配も可能です。
※ケータリングサービスのエリアはご相談に応じます。　
●２週間前までにお申込みください。

※法人の場合は後日精算も承ります。

※掲載の価格はすべて税込です。　※このパンフレット掲載商品は各種会員割引対象外です。　
※季節や仕入れ状況により、内容を変更させていただく場合がございます。ご了承ください。
※クリスマス・年末年始等、期間によってご注文をお受けできない場合がございます。ご了承ください。

※混雑時、冬期間はご希望に沿えない場合がございます。

【ご利用いただけるもの】
●電子マネー＜PayPay・Suica＞ ●クレジットカード＜Diners、VISA、JCB、UC、SAISON、MI＞
●チケット・クーポン＜新潟グランドホテル券・ギフトカード（JCB、VISA、UC）＞　
※その他のチケット類は商品・時期により取り扱いが異なります。お問い合わせください。

【配達エリア】
●新潟市内（中央区・西区・東区・北区・江南区・南区・秋葉区・西蒲区）

①お電話でご予約ください。
②お受け取り日時をご指定ください（お受け取り時間 11:30～19：30）
③ホテルエントランスに到着したらお電話ください。（025-228-6111）
④商品をお車までお持ちします。商品と引き換えでお支払いください。

受付時間10：00am~6:00pm
FAXの場合…025-228-0735025-228-6113

ご利用
方法

西蒲区
南区 秋葉区

江南区

北区
東区中央区

西区

検索新潟グランドホテル
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