
※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

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

検 索パリ　岡崎 https://www.grand-okazaki.jp/newgrand/restaurant/paris/ 予約・お問い合わせ TEL 0564-21-5125

スペシャルコース

料金

お一人様

11,500円（税サ込）
クーポン×3枚

クーポン×2枚

※写真はイメージです。

春のスカイランチブッフェ
  9F SKY RESTAURANT PARIS

※2部制（90分）ご利用時間／11：00〜12：30、13：00〜14：30
※通常期間／11:30〜14:00

※3月〜5月の期間中、月曜日のランチ・ディナー営業を休止しております。

期間 3/24（金）〜4/9（日）

2部制

○下記期間の土曜・日曜は2部制となります。

お花見ランチブッフェ

料金 3,000円（税サ込）
大 人

1,500円（税サ込）小学生 お子様 1,250円（税サ込）

ゴールデンウィーク
ファミリー
ランチブッフェ

期間 4/29（土）〜5/7（日）

2部制

○下記期間は2部制となります。

※2部制（90分）ご利用時間／
　11：00〜12：30、13：00〜14：30
※通常期間／11:30〜14:00

料金 3,000円（税サ込）
大 人

1,500円（税サ込）小学生

お子様 1,250円（税サ込）

ブッフェ料理＋ソフトドリンクバー2,700円（税サ込）大 人

※社会情勢により、掲載内容から変更になる可能性がございます。予めご了承の程、お願い申し上げます。※社会情勢により、掲載内容から変更になる可能性がございます。予めご了承の程、お願い申し上げます。

春の夜桜コースディナー
ホテルシェフ特製の種類豊富な料理をお楽しみ下さい。

期間 3/24（金）〜4/9（日）・4/29（土）〜5/7（日）

要予約

  9F SKY RESTAURANT PARIS

※前日15:00までに
　ご予約下さい。

※予約無しでご利用頂けるメニューもございます。
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ANNIVERSARY

おかげさまで40周年

お得な桜クーポン好評販売中!
とてもお得です！

見本見本 　1枚

2,700円（税込）

3/23（木）まで

チケット販売期間

3/1（水）〜5/31（水）

チケット使用期間

岡崎ニューグランドホテルでは、ホテル内レストランをお得に
ご利用いただけるクーポンを販売いたします。プレゼントにも
最適ですので、桜見物のおともに桜クーポンをご利用下さい。

記載の桜クーポン枚数にて、
それぞれのコースをご利用頂けます。

でご利用いただけます。

クーポン×1枚 クーポン×2枚

クーポン×3枚

予約・お問い合わせ TEL 0564-21-5111

春限定

1F コーヒー・ラウンジ ルポー

クーポン×1枚

旬の味覚を豊かに盛り込みました。

期間 3/24（金）〜4/9（日）・4/29（土）〜5/7（日）

■ご利用時間／10：00〜20：00　昼席11：30〜14：00　夜席17：00〜20：00

松花堂弁当
夢の花 ※昼席・夜席

お一人様

料金 4,000円（税サ込）

舞 花 ※昼席のみ

お一人様

料金 3,000円（税サ込）

クーポン×1枚

※通常時は、お一人様2,700円（税サ込） ※通常時は、お一人様3,800円（税サ込）

※写真はイメージです。

※全日予約制、前日17:00までにご予約下さい。 ※桜期間中は個室でのご案内は致しておりません。
■通常ご利用時間／昼席11：30〜14：00　夜席17：00〜21：00

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

2F 和食処 おとがわ 落ち着く空間で季節の料理を満喫

期間 3/24（金）〜4/9（日）・4/29（土）〜5/7（日）要予約

※写真はイメージです。

さくら会席
※昼席・夜席

お一人様料金 9,000円（税サ込）

クーポン×3枚

クーポン×2枚

16名様より承ります

歓送迎会プラン

和食・洋食だけでなく、
和洋折衷料理もお選びいただけます。

期間 3/1（水）〜5/31（水）要予約

Aプラン料金

お一人様 5,400円（税サ込）

卓盛・ブッフェ形式 または
会席・コース・和洋折衷料理

Bプラン料金

お一人様 6,500円（税サ込）

卓盛・ブッフェ形式 または
会席・コース・和洋折衷料理

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

※写真はイメージです。

特典
お値段そのままで

ワインが飲み放題!

土曜・日曜のランチタイム限定特典!

グランドコース
お一人様料金 6,000円（税サ込）

※通常時は、お一人様5,400円（税サ込）

ロイヤルコース
料金 お一人様 9,000円（税サ込）

※通常時は、お一人様8,100円（税サ込）

花御膳 ※昼席のみ

お一人様料金 4,000円（税サ込）

※通常時は、お一人様3,500円（税サ込）

桜花膳 ※昼席・夜席

お一人様料金 6,000円（税サ込）

※通常時は、お一人様5,400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10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7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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TAKE OUT MENU

スイートルームプラン

家康めしどれにする！？

家康公ゆかりの家康めしとは？
家康公が健康長寿のために食べていたと言われる食材を使用したメニューです。

焼き味噌は、戦中の兵糧や陣中食として食べ
られていました。家康公は、ゴマ・大葉・生姜
などを入れて平たく伸ばして炙った焼き味噌
を好んでいたそうです。

八丁焼き味噌

家康公の健康の秘訣の1つは麦飯と言われ
ているほど。大麦は白米に比べ食物繊維を
多く含みます。また、山芋には消化を助ける
酵素のジアスターゼが含まれています。

麦飯と山芋、蓮根のとろろ汁

家康公は豆味噌を使用した「あつめ汁」（具だ
くさん味噌汁）を毎食のように食していたと言
われています。新鮮な旬の野菜を使用するこ
とでバランスの良い栄養を摂取していました。

あつめ汁

『東海道中膝栗毛』には、主人公が岡崎宿で
鮎の煮びたしを食べている様子が描かれて
います。鮎は乙川で多く獲れていた記録が
あり、家康公も食べていたかもしれません。

鮎の煮びたし

昼席

昼席
夜席

長生きをして天下を取った徳川家康公。
そんな家康公にちなんだ
オリジナルメニューを開発いたしました。
家康公が好んで食べ、その健康を支えた食材や、
地元岡崎産の食材を使用したメニューとなっております。
天下取りの秘訣「家康めし」を、是非ご堪能ください。

4,000円（税サ込）
料金家康公ふるさと御膳

6,500円（税サ込）
料金家康公ふるさと会席

家康公宿泊プラン

15,000円（税サ込）料金

16,000円（税サ込）料金

家康公ふるさと会席＋
宿泊（朝食付）
■シングルルーム

■ツインルーム

予約・お問い合わせ TEL 0564-21-5125

※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。

※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。

料理・飲み放題込み40名様より 要予約 6,000円（税サ込）〜
お一人様

料金

立食・着席ともに対応可能です

スカイパーティープラン

1F コーヒー・ラウンジ ルポー 期間 3/1（水）〜5/31（水）■ご利用時間／10：00〜20：00　昼席11：30〜14：00  夜席17：00〜20：00

※写真はイメージです。

料金 1,200円（税サ込）

ケーキセット
（コーヒー又は紅茶付）

料金 750円（税サ込）

季節のケーキ

※写真はイメージです。

オリジナル
レトルトカレー
1F売店にて
販売中！

COLD CREMA コーヒー
販売開始予定！
3/1（水）〜

1箱料金

770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）
※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 4,000円（税込）〜
会席膳

お一人様料金 1,500円（税込）

さくら御膳

お一人様料金 2,000円（税込）

彩り御膳
お一人様料金 2,500円（税込）

九重御膳

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

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

慶事・ご結納
思い出に残る最良の
一日を皆さまへ

※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。

お祝い会席
お一人様料金

9,000円（税サ込）〜

※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。

お喰い初め膳
お一人様料金 3,400円（税サ込）

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。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

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。

お一人様

料金 5,400円（税サ込）

白 菊

お一人様

料金 7,500円（税サ込）

蘭

お持ち帰り弁当を
ご用意しております。
ご自宅でのお食事にどうぞ。

お一人様
料金 5,000円（税込）〜

お一人様

料金 1,750円（税サ込）

お一人様

料金 1,350円（税サ込）

黒毛和牛牛すじカレー
（サラダ・デザート付）

トッピング
付きカレー

岡崎ニューグランドホテル特製

ホテル特製牛すじカレー
〈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。
お一人様料金 700円（税サ込）

スイートルーム お一人様
1泊朝食付き料金 25,000円（税サ込）

※写真はスイートルームです。


