
要予約
無料

要予約
無料

要予約
無料

要予約
無料

人気
No.1
人気
No.1

ご法要
ご会食プラン

思い出深いご法要のために心を込めておもてなしをいたします。

◆宴会場での会食

◆蓮花 和洋折衷メニューの一例◆
前菜盛り合わせ／バゲットとチーズのスープグラタン／お造り（鮪・鯛・赤海
老）／合鴨饅頭と海老の銀あん掛け／鰆の西京焼きと各種あしらい／牛フィ
レ肉と季節野菜のミルフィユ仕立て／本ズワイ蟹と野菜の揚げ物／わんこ
そば／デザート盛り合わせとコーヒー

※写真は「蓮花」イメージです。

◆お料理は日本料理・フランス料理・中華料理・和洋折衷料理よりお選びいただきます。◆お料理は季節によ
り変わる場合がございます。◆上記料金にはお料理、室料、サービス料、消費税が含まれます。◆お飲物は別
途料金となります。◆各プラントも、10名様より承ります。◆マイクロバスの送迎（1台）を無料サービスいたし
ます。（要予約・長岡市内に限る）

11:00～14:00／17:00～21:00(LO20:30) 11:00～14:00／
17:00～21:00(LO20:30)

期間中にカラーリングをされた方に

ご新規様に限り、
　技術料金10％off
　（ヘアセット・メイク・着付けを除く）

割引券プレゼント！！

特典：婚礼料理ワンランクアップ・乾杯用スパークリングワインサービス・挙式料サービス（教会式・人前式・神前式）

7月・8月・9月のご結婚式をお考えのカップル必見！フェア
3/1～31（毎日開催　※火曜除く）  10：00～18：00

3/7（土）・8（日）・20（金）・21（土）・22（日）
4/11（土）・12（日）・25（土）・26（日）

初めて式場見学の方に
１ST ステップブライダルフェア
【相談会・試食・会場見学・お見積もり作成】

ディナー会席の一例

気軽なパーティーから法要など、
多目的にお使いいただける個室
です。

気軽なランチからお祝
い事やご法要などに、
個室利用も承ります。
お料理はランチ会席
4,000円～など、ご予
算に応じてご用意いた
します。

南天座敷南天座敷 雪あかり雪あかり

3/1（日）・14（土）・15（日）・28（土）・29（日）
4/4（土）・5（日）・18（土）・19（日）  10：00～14：00

N A G A O K A  G R A N D  H O T E L

Wedding Fair

sunmon tue wed thu fri sat

3
10
17

sunmon tue wed thu fri sat
3 March 4 AprilApril

ドレス試着＆A5ランク和牛試食フェア　　　 カップル必見！フェア　　　 ファーストステップフェア
賢く結婚式を叶える相談会×見学　　　 ファミリー婚向け相談会　　　 60分クイックフェア★

詳しくはホテル婚礼課までお問い合わせください。Tel（0258）33-2118（婚礼課）
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ドレス試着＆A5ランク牛試食フェア
【衣裳試着・試食・相談会・会場見学・お見積もり作成】

10：00～18：00

毎日開催（火曜を除く）
大切なご家族へ
感謝を伝えるファミリー婚向け
相談会 10：00～19：00

要予約
無料

平日開催（火曜を除く）
ご予算重視の方必見！
賢く結婚式を叶える
相談会×見学 10：00～19：00

要予約
無料

毎日開催（火曜定休）
60分クイックフェア
お忙しいお二人必見

10：00～18：00【相談会・試食・会場見学・
　　　　　　　　　お見積もり作成】

カラーリング
  キャンペーン

3/1（日）～3/31（火）

ご新規様限定

   10％off
4/1（水）～4/30（木）

毎週 月曜日・第1火曜日（祝日の場合は営業・翌日定休）

ビール・ワイン・日本酒・焼酎・ウイスキー・
ハイボール・カクテル・スパークリングワイ
ン・ノンアルコールビール・ノンアルコール
カクテル・ソフトドリンク

全コース２時間
飲み放題!!

8,000円コース
7,500円コース

8品

7品
◇各プランとも10名様以上、２時間にて承ります
◇お一人様料金は、料理、飲物、室料、税金、
　サービス料を含みます
◇和室のご用意もできます（10名～32名様）

E-mail : eigyou@nagaokagrand.co.jp
長岡市東坂之上町1丁目2番地1 TEL.0258-33-2100（営業） https://breezbay-group.com/nagaoka-gh/

長岡市東坂之上町1丁目2番地1
E-mail : eigyou@nagaokagrand.co.jp

https://breezbay-group.com/nagaoka-gh/

通信 春令和2年3月 発行
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長岡グランドホテル
インフォメーションガイド
［レユニオン］

TEL.0258-33-2100（営業）

フェイスブックもご覧下さい

30
23

31
24

ご予約
　承り

ます。

成人式パック
￥12,000（税別）

（ヘア・メイク・振袖着付）



世界の味めぐりディナーイタリア

3月7日（土）～3月14日（土）
17:00～21:00（LO20:30）
3月7日（土）～3月14日（土）
17:00～21:00（LO20:30）
国産牛テンダーロインステーキ
ガーリックライス
　　　　…などをコースで

お一人様お一人様

￥8,800

お持ち帰り弁当お持ち帰り弁当

牛カットステーキ、蟹ツメのク
リームコロッケ、海老のグリル、
チキンフリッカセなど

牛カットステーキ、サーモンピカタ、
鶏唐揚げ、ごろごろ野菜ソテーなど

牛肉と野菜のX.O醬炒め、湯葉
肉捲き、海老と叉焼の炒飯など

牛ハラミ炙り焼き、鮭葱
味噌焼き、煮物、揚物な
ど、ちらし寿司付

鶏梅じそ揚げ、鮭西京焼、煮物いろ
いろ、ちらし寿司など

豚ヒレと野菜のオイスターソース
炒め、海老チリ、春巻、焼売など

◆ 内容は季節により変わる場合がございます。　
◆ 各レストラン店頭にて代金引換となります。
　（商品価格は税込）

◆ 内容は季節により変わる場合がございます。　
◆ 各レストラン店頭にて代金引換となります。
　（商品価格は税込）

巾着袋入り

写真は3月のディナーコースイメージです写真は3月のディナーコースイメージです

写真はハンバーグライスです写真はハンバーグライスです

海老と春野菜の天丼
￥1,300

月替わり
南天会席

11:00～14:0011:00～14:00
￥4,000

￥2,200

ランチ
コース
ランチ
コース

17:00～21:00（LO20:30）17:00～21:00（LO20:30）
￥5,500

ディナー
コース
ディナー
コース

3月1日（日）～4月30日（木）3月1日（日）～4月30日（木）

春の特選松花堂弁当

11:00～14:00／17:00～21:00
　　　　　　　　　　　　　（LO20：30)
11:00～14:00／17:00～21:00
　　　　　　　　　　　　　（LO20：30)

11:00～14:00／
17:00～21:00（LO20：30)
11:00～14:00／
17:00～21:00（LO20：30)

全国の調理人並びに調理師を対象に、日本料理の
新しい価値創造への貢献を目的に開催された「第
4回日本料理コンペティション」優勝者、野元真善が
季節を楽しむ月替り会席をご用意。ぜひご賞味くだ
さい。

3月1日（日）～4月30日（木）　11:00～14:003月1日（日）～4月30日（木）　11:00～14:00

和牛ローストビーフ丼
￥2,200

3月1日（日）～4月30日（木）3月1日（日）～4月30日（木）

￥5,000

桜鯛と村上牛 春の山菜味覚御膳
お一人様

レストラン特製

和・洋・中とも各2,000円、3,000円のお弁当をご用意しております。和・洋・中とも各2,000円、3,000円のお弁当をご用意しております。

◆ 特選牛セット◆ 特選牛セット◆ 特選牛セット
…………￥4,000（150ｇ）　
…………￥5,300（200ｇ）
…………￥4,000（150ｇ）　
…………￥5,300（200ｇ）
…………￥4,000（150ｇ）　
…………￥5,300（200ｇ）
…………￥4,000（150ｇ）　
…………￥5,300（200ｇ）

■ ステーキ丼…￥1,600
■ 松ランチ……￥1,950（牛サーロイン150g）
■ 柏ランチ……￥2,500（牛サーロイン200g）

■ ステーキ丼…￥1,600
■ 松ランチ……￥1,950（牛サーロイン150g）
■ 柏ランチ……￥2,500（牛サーロイン200g）

◆ ステーキランチ◆ ステーキランチ◆ ステーキランチ◆ ステーキランチ
11:00～14:00

11:00～14:00  17:00～21:00（LO20:30)11:00～14:00  17:00～21:00（LO20:30)

産地限定特選牛を特別価格でご提供
蒲原牛
シェフおすすめ特選牛

ご長寿のお祝は南天で

￥1,200五目あんかけ
　　　 つゆそば

3月1日（日）～3月31日（火）
11:00～14:00
3月1日（日）～3月31日（火）
11:00～14:00

3月1日（日）～4月30日（木）3月1日（日）～4月30日（木）
11:00～14:00／17:00～21:00（LO20:30）11:00～14:00／17:00～21:00（LO20:30）

※各レストランとも２名様より承ります。
※お料理・ビール中ビン２本付。
　（他のお飲物に変更できます）
※人数により貸切り・個室のご用意もできます。

女性向け

ご予約制 前日17時までに
ご予約下さい。　

￥4,500
（プラス500円で90分飲み放題）

レストラン歓送迎会プラン

3月1日（日）
～4月30日（木） 
17:00～21:30
（LO20:30）

お一人様

￥6,200

タコのカルパッチョ、
魚介の漁師風煮込み、
牛フィレのグリル・
　　　フィレンツェ風
　　　　などをコースで。

日替りランチ（デザート・コーヒー付き）
週替わりパスタランチ
（デザート・コーヒー付き）

ハンバーグライス（コーヒー付き）イタリア産ワインも
各種ご用意しております。

11:00～14:00

￥1,350
￥1,250
￥1,650

11:00～14:00
17:00～21:00
（LO20:30） お一人様お一人様￥3,300
3月31日（火）まで

お雛様
プラン

ホワイトデーコース

プラス350円で
点心、デザート
セット付

1
日
15
食
限
定

◆スープ　◆本日のお料理
◆小鉢　　◆サラダ
◆ご飯　　◆デザート ￥1,350

ラ
ン
チ
限
定

1
日
15
食
限
定

中華ランチ
3月1日（日）～4月30日（木）　11：00～14：003月1日（日）～4月30日（木）　11：00～14：00

ランチお楽しみ春の

￥8,000コース￥10,000コース

料理長おまかせ会席
お一人様 お一人様

ラ
ン
チ
限
定

◆料金はいずれもお一人様、税・サービス料込み
となっております。

◆料金はいずれもお一人様、税・サービス
料込みとなっております。

◆料金はいずれもお一人様、税・サービス料込みとなっております。

◆料金はいずれもお一人様、税・サービス料込みとなっております。

和 洋
中

洋食二段弁当洋食二段弁当

ロワール ￥3,000ロワール ￥3,000洋

洋食弁当洋食弁当

ロワール ￥2,000ロワール ￥2,000洋

中華二段弁当中華二段弁当

桃花苑 ￥3,000桃花苑 ￥3,000中
和食松花堂弁当和食松花堂弁当

南天 ￥3,000南天 ￥3,000和

和食点心弁当和食点心弁当

南天 ￥2,000南天 ￥2,000和
中華弁当中華弁当

桃花苑 ￥2,000桃花苑 ￥2,000中

ロワールランチのご案内

週替り

予
約
制

お祝い事やご法要、気軽なパーティーなど、
多目的にお使いいただける個室です。
11:00～14:00　17:00～21:00（LO20:30）

雪あかり

南天座敷
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