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特典 土曜・日曜の
ランチタイム限定特典!

お値段そのままでワインが飲み放題!

メイン料理＋ブッフェ料理＋ソフトドリンクバー
※メイン料理は肉または魚料理をお選びいただけます。

（小学生以下のお子様にはメイン料理はつきません。）

ランチでの忘新年会も承ります。

冬のスカイランチブッフェ

■ご利用時間／11：30〜14：00

2,200円（税サ込）
大 人

1,100円（税サ込）
小学生 お子様 950円（税サ込）

 17：30〜21：00 （ラストオーダー20：30）

2021 1/1（金・祝）〜1/3（日）期間

※事前予約承ります。 ※この期間はすべてこの価格になります。

【時間】 入れ替え2部制
1部／11：00〜12：30　2部／13：00〜14：30

ランチブッフェ

ニューイヤーブッフェ
おせち料理をプラスした正月限定の豪華メニュー

※写真はイメージです。

小学生（7歳〜12歳）……………………… 1,480円（税サ込）

2,960円（税サ込）大人  ……………………………………………

贅
沢
な
ひ
と
と
き
を

お
値
打
ち
に
満
喫
♪

「GoToトラベルキャンペーン」
ご宿泊やご旅行の際に発券されました
地域共通クーポンを、当ホテル内で
ご利用いただけます。

「GoToEatキャンペーン」
「GoToEatキャンペーンあいち 食事券」の
加盟店として登録されています。

パリ・おとがわ・ルポーの
各レストランで
ご利用いただけます。

Riverside
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TEL 0564-21-0116予約・お問い合わせ （10：00〜19：00）

お一人様

料金 1,500円（税込）〜
〈テイクアウト〉

お渡し時間  11:00▶14:00 ／ 16:30▶19:00
ご予約時間  2日前まで  お渡し場所  1F喫茶ラウンジルポーにて 

※取消・変更は前日11：00までにご連絡ください。
※15,000円以上のお申込みで配達いたします。（岡崎市内限定）
　〔12/31（木）〜1/3（日）の期間は30,000円以上のお申込みとなります。〕
※その他、ご予算や内容などご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。

お持ち帰り弁当

お一人様

料金 1,500円（税込）

さくら御膳

※写真は九重御膳です。

※写真は
　和風二段です。

お一人様

料金 2,500円（税込）

九重御膳

特製おせち
予約承り中!!
職人の心と技で作り上げたおせち料理を
今年も多彩にご用意いたしました。

●ホテルお渡しの方には粗品を贈呈致します

ご予約締切日 202012/27（日）
お渡し・お届け12/31（木）

■ホテルお渡し／9:00〜15:00 ■お届け／午前のみ

TEL 0564-21-0116／FAX 0564-28-4322

※数に限りがございますので売り切れの際はご容赦ください。
※お申し込みはお電話またはFAXにてお申し込みください。※仕入れ状況により、内容の変更の可能性がございます。

34,000円（税込）
料金和洋三段〈4〜5名様〉

24,000円（税込）
料金和風二段〈4〜5名様〉

15,000円（税込）
料金和風ミニおせち二段

〈2〜3名様〉

24,000円（税込）
料金和洋二段〈4〜5名様〉

※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。

「岡崎市プレミアム付商品券」
岡崎市プレミアム付商品券事業の
登録店舗として承認されました。
各レストランや宿泊にてご利用いただけます。

見本

12/24（木）〜25（金）期間 10,000円（税サ込）
お一人様料金

 17：30〜21：00
 （ラストオーダー20：30）

特別メニュー

会席膳 曙
お一人様

料金 5,500円（税込）

おせちの具材をのせた
お弁当をご用意
いたしました。
おせちの代わりに
是非ご賞味ください。

12/16（水）〜期間

予約・お問い合わせ TEL 0564-21-5125

https://www.grand-okazaki.jp/
newgrand/restaurant/paris/

検 索パリ　岡崎 5,100円（税サ込）

大人〔メイン付き〕

 1,430円（税サ込）

子供（4歳〜6歳）〔メイン無し〕

 2,550円（税サ込）

小学生（7歳〜12歳）〔メイン付き〕

【時間】2部制 17:00〜18:45、19:15〜21:00
※別途飲み放題もございます。

ディナーブッフェ

1,020円（税サ込）子 供（4歳〜6歳）……………………………
※3歳以下無料

※GoToEatキャンペーン事業 オンライン飲食予約には対応しておりません。
　予めご了承ください。

小学生（7歳〜12歳）〔メイン無し〕

 1,840円（税サ込）
※3歳以下無料



「TAKE OUT MENU」
※写真はイメージです。

テイクアウト特典としてカレー弁当1個に
つきミネラルウォーター1本プレゼント!!

〈テイクアウト〉
お渡し時間  11:00▶14:00 ／16:30▶19:00
お渡し場所  1F喫茶ラウンジルポーにて

※定休日なし 当日販売あり

〈イートイン〉
1F喫茶ラウンジルポーにてお召し上がりいただけます

〈宅配〉 
お届け時間  11:30▶14:00（平日のみ）

ご予約時間  前日12：00まで お届け地域  岡崎市内限定
※宅配の注文は15,000円以上からとなります。
　〔12/31（木）〜1/3（日）の期間は30,000円以上からとなります。〕

要予約

TEL 0564-21-0116予約・お問い合わせ （10：00〜19：00）

岡崎新名物カレーパン

■内容／
   テイクアウト・宅配・イートイン

岡崎ニューグランドホテル特製
ビーフカレー弁当

お一人様料金 1,000円（税込）

トッピング付きカレー（カツ、ハンバーグ）

お一人様料金 1,500円（税込）

焼チーズビーフカレーコルネセット
（サラダ・冷製スープ・杏仁豆腐・ドリンク付）

カレーパン単品

お一人様料金 1,200円（税サ込）

お一人様料金 250円（税サ込）

上記以外にも多数プランを
ご用意しています。岡崎ニューグランドホテル 検 索

〒444-0052 愛知県岡崎市康生町515番地33

Email：newgrand@grand-okazaki.jp
https://www.grand-okazaki.jp/newgrand/

お問い合わせ TEL.0564-21-5111（代表）

■駐車場のご案内
ホテル前・地下駐車場をご利用ください。
満車時は市営岡崎公園駐車場をご利用ください。

■交通アクセス
○名鉄本線東岡崎駅から徒歩約15分  ○JR東海道本線岡崎駅から車で約10分
○JR東海道新幹線三河安城駅から車で約30分
○愛知環状鉄道中岡崎駅から徒歩約10分　○中部国際空港から電車で約70分
○東名高速岡崎ICから車で約5分  ○伊勢湾岸豊田東ICから車で約20分

家康公の生誕地、岡崎城の散策もお楽しみいただけます。
岡 崎 城 へ 歩 い て 3 分
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年末・年始　営業時間変更のお知らせ  （1/4より通常営業  ※一部時短営業あり）

1F ルポー
12/31（木） 10：00〜21：00　※年越そば19：30〜21：00

1/1（金）〜1/3（日） 10：00〜19：00
1F グランディール 営業致しません

2F おとがわ
12/30（水） 昼食 予約制 夕食 営業致しません

12/31（木）〜1/3（日） 昼食 予約制 夕食 予約制

9F

パ　リ

12/31（木）
朝食 7：00〜9：00
昼食 11：30〜14：00
夕食 17：30〜21：00（オーダーストップ20：00）

1/1（金）〜1/3（日）
朝食 7：00〜9：30
昼食 〔二部制〕11：00〜12：30／13：00〜14：30
夕食 17：30〜21：00（オーダーストップ20：00）

Bar 営業致しております   17：30〜21：00

記念日プラン

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

結婚記念日、誕生日など、
その他記念日にどうぞ。

コース料理 要予約 ※お二人様以上
　から承ります。

●食前酒・持ち帰りケーキ付き

お二人様料金 11,000円（税サ込）

新型コロナウイルス対策について その他各部署での
取り組みについては、
HPをご覧ください。＜ホテル全体＞

1. 館内各所に消毒液を設営いたします。
2. 消毒による衛生管理を徹底いたしております。
3. 従業員の手洗い・うがい、
　 マスクの着用を義務付けております。
4. ホテルスタッフの体調管理の強化をしています。

＜お客様へのお願い＞
1. ホテルご入館、ご来店の際にはアルコール消毒をお願いいたします。
2. 館内ではマスクのご着用をお願いいたします。
3. 発熱されているお客さま、または体調の優れないお客さまは
　 ご来館をお控え頂きますようお願いいたします。
4. 滞在中、発熱、悪寒や咳などの症状により体調の優れない場合は
    ホテルスタッフまでお申し出ください。

慶事・ご結納
思い出に残る最良の一日を皆さまへ

※男の子膳、女の子膳をご用意致します。 
※大人の方は通常のメニューからお選びいただきます。

お喰い初めは、食べるものに一生困らない
ようにという願いを込めて、生後およそ百日後に
乳以外のものを口にする日を祝って行います。

※料理内容は気軽にご相談ください。
　お子様用の料理もご用意いたします。

お一人様料金 8,500円（税サ込）〜
お祝い会席

お一人様料金 3,200円（税サ込）

お喰い初め膳

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

2F 和食処 おとがわ
 2021

1/4（月）〜2/28（日）期間

■ご利用時間／昼席11：30〜14：00 夜席17：00〜21：00 ※完全予約制（前日17:00までにご予約ください。）

曙御膳
※昼席のみ

料金

お一人様

3,200円（税サ込）

梅見会席
※昼席・夜席

お一人様

料金 5,200円（税サ込）

※写真は曙御膳です。

※写真は梅見会席です。

昼席5,200円〜 夜席6,500円〜 のご案内となります。
新春1/1（金）〜3（日）の期間は正月特別会席

予約・お問い合わせ（10：00〜19：00）  TEL 0564-21-0116

1F  コーヒー・ラウンジ ルポー

季節限定のケーキを取り揃えております。

お一人様料金 880円（税サ込）
ケーキセット

ケーキ単品520円（税サ込）

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真は八丁味噌カツ定食です。

■ご利用時間／10：00〜19：00　昼席11：30〜14：00　夜席17：00〜19：00

お一人様料金 1,500円（税サ込）

八丁味噌カツ定食

お一人様料金 1,300円（税サ込）

ハンバーグ定食

カニクリームコロッケ定食
1,200円（税サ込）お一人様料金

新春弁当3,200円のみの
ご案内となります。

新春1/1（金）〜3（日）の期間は

松花堂弁当
雅
※昼席・夜席

お一人様

料金 3,200円（税サ込）

華
※昼席のみ

お一人様

料金 2,200円（税サ込）

※松花堂弁当は「おとがわ」でも承ります。　（20名様以上で昼席のみ、要予約）
※平日ランチタイムは、＋300円でコーヒーor紅茶を付けられます。

ビール・ソフトドリンク・焼酎・
日本酒・ウイスキー・ワイン
ノンアルコールビール

飲み放題
（120分） ＋2,400円

202011/1（日）〜20211/31（日）期間 要予約

料金 お一人様 4,500円（税サ込）〜

宴会予約・お問い合わせ（10：00〜19：00） TEL 0564-21-0116

新型コロナウイルスの各種対策を実施しております

※写真はイメージです。

岡崎城、乙川、そして岡崎市街の夜景が一望で
きる最高のロケーションで、ゆったりと楽しめる
貸切パーティープランをご用意いたしました。

和食、洋食、和洋折衷の中からお選びいただけます。

※料理内容についてはお問い合わせください。
※マイク＆スピーカー貸し出しいたしますのでお申し付けください。

※写真はイメージです。

料理・飲み放題込み50名様より 要予約

お一人様 5,800円（税サ込）〜料金

立食・着席ともに対応可能です

法事プラン
故人を偲ぶお集りに
最適なプランをご用意
いたしました。

百 合
お一人様

6,500円（税サ込）料金

お一人様

料金 7,500円（税サ込）

蘭

忘・新年会プラン 貸切パーティープラン

白 菊
お一人様

5,400円（税サ込）料金

優雅にスイートルーム
スイートルーム
2名様 1泊2食付き 80,000円（税サ込）

52,000円（税サ込）実質お支払い金額

●ウェルカムドリンク スパークリングワインを1本プレゼント
●地域共通クーポン12,000円付与

料金

ご夕食  和食会席料理or洋食フルコース
ご朝食  9Fスカイレストランパリでのセットメニュー

●地域共通クーポン6,000円付与

四季の景観と岡崎城
デラックスツイン
2名様 1泊2食付き 40,000円（税サ込）

26,000円（税サ込）実質お支払い金額

料金


