ケータリングメニュー

お

弁

当

新潟と言えば “食”。お米はもちろん “コシヒカリ”。

美味しいご飯と自慢の食材がぎゅっと詰まった、朱鷺メッセがおすすめするお弁当のご案内です。
ケータリングパーティー、お弁当、コーヒーブレイクなど、食に関するご相談もお気軽にどうぞ。
ご注文方法

朱鷺メッセの催事担当者に直接ご注文ください。

TEL025-246-8400

《注意事項》 ・表示価格には消費税が含まれております。

・ご注文は１０日前までにお願いします。また最終確定は２日前までにご連絡ください。
・料理の内容・食材は、季節によって変わることがあります。
・お弁当は消費期限内にお召し上がりください。またお持ち帰りはご遠慮ください。
・ご予算に応じたご注文も、お気軽にご相談ください。
・お弁当以外にも、パーティ仕出し・コーヒーブレイクなどのご相談もお気軽にどうぞ。

ホテル日航新潟
TEL 025-241-0808

新潟コンベンションセンターに隣接しており、ホテルニッコーならではの
洗練されたお料理とサービスで、国際会議、学会、パーティー等あらゆる
会合のお手伝いをいたします。

お弁当 ※ご注文は最少10個から承ります。
夏期期間中のご注文については、お問合せくだいさいませ。

柳都弁当

1,800円 A-1

桃李手作り弁当

2,160円 A-2

孔雀弁当

バラエティに富んだ食材をご用意。
色々な味を楽しめる仕立てとなっております。

ホテルレストラン中国料理「桃李」の弁当。
ボリュームもあり、ホテルならではの本格的な
味付けでご好評いただいております。

お飲物／焼菓子

食後や会議の休憩時にコーヒー・紅茶などのお飲物をご用意致します。
くつろぎのひと時をお過ごしください。

●コーヒー／紅茶／オレンジジュース／ウーロン茶
フルサービス ・・・・・・・・・・・・・・・￥600‐
セルフサービス(陶器・グラス) ・・￥400‐
セルフサービス(紙コップ) ・・・￥300‐

A-3

2,750円〜 A-3

ご来賓・講師用におすすめです。
郷土料理をはじめ、和洋折衷のお弁当です。

※孔雀弁当は別に給仕スタッフ派遣費がかかります。
10〜15食11,000円、16食以上は10食毎に5,500円の
追加となります。但し、お届けのみの場合は費用は
掛かりません。

●日本茶
●焼菓子
フルサービス・・・・・・・・・・・・・・￥220‐
クッキー（2枚）
・・・・・・・・・・・・・￥240‐
セルフサービス(湯呑)・・・・・・・￥110‐
マドレーヌ・・・・・・・・・・・・・・・・￥280‐
セルフサービス(紙コップ) ・・・￥60‐
フィナンシェ・・・・・・・・・・・・・・・￥280‐

フルサービス・・・・スタッフがお席まで個別にドリンクのご提供を致します。
セルフサービス・・指定のお時間にカップやポット等のお飲物一式をセット・回収を致します。

【注意事項】
※料金にはサービス料、消費税が含まれております。
※ｹｰﾀﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの営業時間は9：00−17：00までとなります。
（時間外のご利用はご相談ください）
※ご注文は10名様分から100名様分まで承ります。
（100名様を超える人数や、特別なご依頼がある場合は別途ご相談ください。）

朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター（指定管理者）新潟万代島総合企画株式会社

〒950-0078

新潟県新潟市中央区万代島 6-1

ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟
TEL 025-245-3334

地産食材を活かしたメニューで県内外のお客様に人気の
レストランを有するシティホテル。和洋中のシェフが腕を
振るうホテルクオリティの味わいをお楽しみ下さい。

A-2
天ぷら幕の内弁当 2,200 円

B-1

天ぷら、焼魚、ばい貝の酒蒸しなど、和食の
美味しさを色とりどりにぎゅっと詰め込みまし
た。

肉たっぷり洋食弁当 2,200 円

B-2

和山椒風味の焼き肉ごはん、ローストビーフ
ごはん、ハンバーグなどお肉を楽しむボリュー
ム弁当。

中華弁当

華

1,650 円 B-3

エビのチリソース、唐揚げ、肉団子に華焼売
など、
ご飯にぴったりの王道中華が勢ぞろい。

※ご注文は最少 10 個から最大 2,000 個まで承ります。（2,000個を超える場合はご相談くださいませ）

㈱叶味家(かみや)

お食事の事ならお任せ下さい！新潟の食材・郷土食を盛り込んだ
お弁当に出張パーティーにドリンクサービスまで。県内トップクラスの
調製能力受注実績・衛生管理でございます。

TEL 025-201-2210

越後の七不思議弁当

1,210 円 C-1

親鸞聖人の伝説 越後七不思議から
逆さ竹・焼鮒・八房の梅・数珠掛桜・三度栗
をモチーフにした素材を詰め込みました。
どの伝説がどの料理か是非探してみてください。

新潟三昧

1,100 円 C-2

2014年6月天皇ご来県された全国植樹祭
にいがた2014で出席者に配られた郷土料理に
Ｂ級グルメを盛り込んだお弁当でございます。

880 円 C-3

桜

どなたにも喜ばれる、美味満載のバランス
のいい幕の内弁当です。
※別途100円で紙パック茶をお付けできます。
（C-1・C-2のお弁当にもお茶お付けできます）

※ご注文は最少 10 個から最大 3,000個まで承ります。

ケータリングフード㈱

管理栄養士監修の栄養、見た目、共にバランスのとれたお弁当を

TEL 025-377-1221

一粒入魂

1,320 円

D-1

本気の米と充実のおかずをお楽しみ
ください。

華御前

1,430 円 D-2

スクール形式向きの二段弁当。
意匠にこだわる一品。

彩食健美

1,650 円 D-3

３色の変わり御飯と、見た目も味も華やかな
料理をたくさんつめた贅沢なお弁当です！

※ご注文は最少 10 個から最大 2,000 個まで承ります。

朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター（指定管理者）新潟万代島総合企画株式会社

〒950-0078

新潟県新潟市中央区万代島 6 -1

万代シルバーホテル

“地産地消の仕事人”の称号を持つ総料理長のもと、安心・安全な商品の

提供を基本に、お客様に新潟の食の魅力をお届けいたします。

TEL 025-243-3711

1,650 円 E-1

和洋中弁当

12仕切り仕様でホテルならではの味を
少しずつたくさんお召し上がり頂ける
折衷弁当です。

洋食弁当

2,200 円 E-2

和食弁当

ホテル特製オムライスや牛ステーキも入る
人気の洋食弁当です。

2,200 円 E-3

“季節のもの”、“地のもの”を大切に
した新潟和食を詰め込んだお弁当です。

※ご注文は最少 10 個から最大 500個まで承ります。

瀧ずし

新潟市西区に、寿司割烹瀧寿司、海鮮居酒屋くろふね、居酒屋兆治を
経営。創業４３年を迎え、地域の皆様に親しみを持って頂ける店舗を
目指しております。

TEL 025-262-1331

880 円 F-1

実りの舞

1,100 円 F-2

匠

多彩な料理でお弁当の美味しさ新鮮さ
美しさを引き立てました。

彩豊かなこだわりメニューで、高級感を
演出する本格志向のお弁当です。

※ご注文は最少 10 個から最大 500個まで承ります。

新潟グランドホテル

TEL 025-228-6111

やすらぎ弁当

1,650 円 G-1

9仕切りにし上品に仕上げております。
医療関係者に好評いただいております。
※ご注文数は最少５個~2,000個まで。

和食・洋食・中華の各種料理人が腕を揮い四季折々の旬の食材を使い、
食の宝庫新潟を発信して参ります。是非、コンベンション、大会を成功裏に
終えるようスタッフ一同誠心誠意お努めさせていただきます。

旬のいろどり弁当

2,200 円 G-2

会議や研修会にもおすすめです。

おもてなし弁当

・銀鮭焼き漬け・新潟名物タレカツ・海老真丈オランダ煮
※ご注文数は最少５個〜 2,000 個まで。

朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター（指定管理者）新潟万代島総合企画株式会社

2,750 円 G-3

新潟の食材をふんだんに使用し、
ご来賓、講師、理事会等に適しております。
サービススタッフにて配膳致します。

〒950-0078

※ご注文数は最少2個〜50個まで。

新潟県新潟市中央区万代島 6-1

新潟東映ホテル
TEL 025-244-7101

和食弁当 【松】 3,300 円 H-1
旬の食材と彩り豊かなちらし寿司が
会食の場に華を添えます。

映画テレビでおなじみの東映グループのホテルです。お米はもちろん
新潟県産コシヒカリを使用しています。

サーロインステーキ弁当 3,300 円 H-2
人気のステーキハウス「あづま」の
ステーキ弁当です。

2,200 円 H-3

中華弁当

ホテル自慢の中華料理がお弁当に
なりました。

※ご注文は最少10 個から承ります。

ホテルイタリア軒
TEL 025-224-5111

美咲<みさき>

1,700 円

I-1

新潟名物タレカツを数量限定のコシヒカリ
「轍（わだち）」にのせ、旬の味をちりばめた
お弁当です。

料理人が吟味した素材を丁寧に、そして丹精込めておつくりして
おります。大切な方へのおもてなしや、会合等にお役立てください。

ローストビーフ弁当 2,300 円 I-2

国産牛ローストビーフ重と季節の野菜弁当。
（季節により野菜が変わります。）

豊楽<ほうらく>

2,800 円

I-3

四季折々の新潟の食材をふんだんに使った
イタリア軒自慢のお弁当です。

※ご注文は最少5個から承ります。

朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター（指定管理者）新潟万代島総合企画株式会社

〒950-0078

新潟県新潟市中央区万代島 6-1

最終更新日 2022年11月22日

朱鷺メッセ

お弁当注文票

催事担当者までご注文ください。（メールまたはＦＡＸ）
新潟万代島総合企画㈱〈催事担当：

宛〉

（指定管理者 ) 新潟万代島総合企画株式会社
TEL 025(246)8400 FAX 025(246)8411
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