
仕出し・弁当
お祝い・ご法事

※数量・内容が決まらなくてもご予約頂けます。まずはお電話ください。 TEL 0234-22-3734/FAX 0234-22-3755

ホームページリニューア
ルしました！
カート機能も付いてます
ます便利に！

受付時間・配達時間 午前9時～午後6時まで午前9時～午後6時まで午前9時～午後6時まで 年中無休！ 日・祝も受付しております年中無休！ 日・祝も受付しております年中無休！ 日・祝も受付しております

配達エリアのご案内 その他、ご相談も承ります。ご希望の日時・希望の場所に
お料理をお届けいたします。※詳しくはご相談ください。酒田市（旧市内、新市内とも）

3,500円以上で無料配達

庄内町・遊佐町・三川町
7,000円以上で無料配達

鶴岡市・にかほ市
10,500円以上で無料配達

ご法事のご予約承ります

0120-558-305
〒998-0031 山形県酒田市浜田1丁目8-25 http://www.misono-ryouri.com

仕出し　御園 検索

引出物、引菓子承ります 店内のご法事のご予約を承ります 10名様以上の場合マイクロ送迎承ります。詳しくはお問い合わせください店内のご法事のご予約を承ります店内のご法事のご予約を承ります店内のご法事のご予約を承ります 10名様以上の場合マイクロ送迎承ります。詳しくはお問い合わせください10名様以上の場合マイクロ送迎承ります。詳しくはお問い合わせください10名様以上の場合マイクロ送迎承ります。詳しくはお問い合わせください

❶ 配達日時 ❷ 宅配希望 ❸ 商品名・数

❺ お名前 ❼ お支払い方法❻ お電話番号

❹ ご住所
前日の12：00までに、
お電話またはFAX、メールで
「御園」までご注文ください。

お電話一本、お手元までお届けします！ ご注文方法 ご注文の際、連絡いただきたいこと

❶ご注文
前日の17：00までに、
ご注文内容・数量の変更を
承ります。

❷確認
当日、責任を持って
お届けします。

❸お届け

1,944円（税込）

1,944円（税込）

1,620円（税込）

1,620円（税込）
1,296円（税込）

2,160円（税込）

2,160円（税込） 2,700円（税込） 3,240円（税込）

1,944円（税込）

1,944円（税込）

2,376円（税込） 2,160円（税込）

2,160円（税込）

2,160円（税込）2,916円（税込）

4,320円（税込）

3,240円（税込） 3,240円（税込） 1,080円（税込） 1,620円（税込）

4,320円（税込） 4,104円（税込） 4,104円（税込）

2,484円（税込）3,780円（税込）

2,916円（税込）

2,484円（税込） 1,620円（税込）

1,080円（税込） 1,944円（税込） 2,700円（税込）

※ご利用の5日前までご予約ください。

初めてのパーティーデリバリーで不安という方もまずはお気軽にお問い合わせください！

2,160円（税込）×10名様以上より承ります。

500 カジュアルプラン 「ポピー」
お一人様 お食事のみ

パーティー　 デリバリー

135 ミックスプレート
「バースデー」

134 手巻き寿司
「パーティー」

132 スイーツプレート
「ハピネス」

133 デコレーションケーキ
「スマイル」

誕生日、記念日に！

各種お集まりに

アニバーサリーセット 10,000円＋税3品で 10,000円＋税 ※ご利用日の3日前までにご予約ください。

7品

予約承り中 予約承り中

※選び取りセットお貸しいたします。

これからの人生が健やかになるように

※歯固めの石お貸しいたします。

一生食べることに困らないように

食彩ご膳シリーズ 料理人が腕をふるって彩った味の数々 御園 西洋軒シリーズ 接待や会議、ご家族のお祝い事などに

57 食彩ご膳「
こはく

琥珀」

59 食彩ご膳「金茶」

51 食彩ご膳「
べにあか

紅赤」

54 食彩ご膳「山吹」

72 御園 西洋軒「メアリー」

75 御園 西洋軒「カトリーヌ」

71 御園 西洋軒「ヴィクトリア」

73 御園 西洋軒「ソフィア」

501 一升餅 誕生餅500 お食い初め膳 244 お子様弁当「チューリップ」241 お子様弁当「たんぽぽ」

ホテルリッチ＆ガーデン酒田総料理長
庄内DECクラブ会長
佐藤　徹シェフ監修

ホテルリッチ＆ガーデン酒田・御園コラボレーション企画

36 米の娘ぶた「やわらか焼肉弁当」

7 彩り幕の内弁当

44 ヘルシな「赤身ステーキご膳」

37 やわらかジューシー国産牛「ステーキご膳」

81 シェフのお届け弁当「エスプラナーディ」

39 夏の「特選九種の幕の内弁当」 17「夏の訪れ」

16「葉づき」

34「夏まつり」 11 きらめく「夏色」

83 シェフのお届け弁当「テンシュ」

82 シェフのお届け弁当「スカンジナビア」

80 シェフのお届け弁当「ストロイエ」

501 スタンダードプラン「アネモネ」
お一人様 お食事のみ

8品

502 バリュープラン「リリー」
お一人様 お食事のみ

ご家族、ご親戚、ご友人のお集まりに

10品

18 雑穀入りご飯
2019/vol.19
夏の保存版

ど
ち
ら
か
１
品
お
選
び
く
だ
さ
い

御園の宅配料理を御園の宅配料理を御園の宅配料理を
みそのみそのみその

御園のお弁当は庄内産「つや姫」を使用しています

シェフのお届け弁当新登場

サイズ：26×17cm

サイズ：26×17cm サイズ：22×22cm

サイズ：24×24cm サイズ：24×24cm

サイズ：20.5×10.5cm×2段

※ちらし寿からお赤飯の
　変更も承ります。

サイズ：21.3×21.3cm

サイズ：20.6×15.6cm

サイズ：22×22cm

サイズ：26×17cmサイズ：26×21cm サイズ：26×21cm

サイズ：26×21cmサイズ：26×21cm

サイズ：26×17cm

サイズ：26×17cmサイズ：26×17cm

New New

New New

New New

New

New New

8 月 10 日～ 8 月 19 日までのお弁当は季節の弁当、シェフ
のお届け弁当、西洋軒シリーズ、食彩ご膳シリーズのみのお
取扱いとさせていただきます。また、オードブルは”プティ”シ
リーズはお休みさせていただきます。

お盆期間中は大変混雑いたします。一部の商品のご注文を
制限させていただきます、予めご了承下さいませ。詳しくはお
問い合わせ下さいませ。

＊10,800円以上お買上で
＊店舗にお引取りのお客様に限り

※他のサービスとの併用はご遠慮下さい。

8月10日～8月19日までの 10日間限定

8%割引その場で

お盆・初盆 夏祭り・地域行事・イベント 同窓会・同級会 帰省・夏休み折詰弁当 少人数から団体様まで、イベント、各種行事などに
町内会、地域行事、お祭などに

８月10日から8月19日の間はお休みさせていただきます



4,320円（税込）サイズ：37×31cmサイズ：37×31cmサイズ：37×31cm 6,480円（税込）サイズ：37×31cm

4,320円（税込）

4,320円（税込）

3,780円（税込）

3,780円（税込）
2,700円（税込）

2,700円（税込）

2,160円（税込）

3,780円（税込）

3,240円（税込）

3,240円（税込）

3,240円（税込）

324円（税込） 324円（税込） 540円（税込） 540円（税込） 432円（税込） 756円（税込）

3,240円（税込）

5,400円（税込）

4,320円（税込） 4,320円（税込）

4,320円（税込） 4,320円（税込） 4,320円（税込） 4,320円（税込）

4,320円（税込） 4,104円（税込） 4,104円（税込） 4,320円（税込）

2,160円（税込） 2,160円（税込） 2,160円（税込）

2,160円（税込） 2,160円（税込） 2,160円（税込） 2,160円（税込） 2,160円（税込）

お好きな商品3品で
期間限定 本日より8月末まで

※それ以降は単品価格でのご注文になります。

みその

御園三得オードブル

10,000円+税

期間限定 本日より8月末まで
※それ以降は単品価格でのご注文になります。

5,500円+税

136 イタリアンオードブル

106 和風オードブル

101 ファミリーオードブル 105 おつまみオードブル

122 期間限定 夏の特選オードブル

103 中華風オードブル 104 洋風オードブル 123 花かすみ「鮮彩ちらし寿司」

102 ローストビーフ

154 “プティ”
おつまみオードブル

119 エビとアボカドの虹色サラダ 131 ピリ辛旨「海老のチリソースかけ」 113 サンドイッチミックス

155   152 “プティ”
中華風オードブル

“プティ”
和風オードブル

150 “プティ”
ファミリーオードブル

153 “プティ”
洋風オードブル

お待たせしました！御園のオードブルに“プティ”シリーズ登場
今までのオードブルは量が多い、食べきれない等のお声に
お応えして！

156 “プティ”
キッズオードブル

157 158 “プティ”
ミックスサンド

“プティ”
サラダオードブル

4～5人用

2～3人用

お一つからでもご注文いただけます（単品価格となります）101 136から よりお好きな3品をお選びください

例）1 皿 4,320 円 ×3＝12,960 円　最大 2,160 円のお得！

みその

“プティ”御園三得オードブル
お一つからでもご注文いただけます（単品価格となります）150 158から よりお好きな3品をお選びください

例）1 皿 2,160 円 ×3＝6,480 円　最大 540 円のお得！

4,320円（税込）

※メニュー内容が若干異なる場合がありますので、ご了承くださいませ

New

New

New

お好きな商品3品で

８月10日から8月19日の間はお休みさせていただきます

寿 司 職人が心を込めて握る御園のお寿司　新鮮なネタが彩るお寿司の盛り合わせ

折詰会席 人生の区切りとなるお席に、彩を添える折詰を 全持ち帰り容器 （すべてお持ち帰りできるお料理です）

箱膳会席 大切な人たちと語り合うひとときに、心を添えるお料理を 半回収容器 （一部は自宅（会場）で一部はお持ち帰りできる料理です）

箱膳会席「
あおい

葵」212

箱膳会席「
なごみ

和」211
箱膳会席「

おうぎ

扇」214

305 会席折詰「睡蓮」

茶碗蒸し・お吸物セット

306 会席折詰「百合」

茶碗蒸し・お吸物セット

304 会席折詰「木蓮」

茶碗蒸し・お吸物セット

ファミリー寿司「
しらべ

調」404

（写真は四人前）

単
品
料
理

茶碗蒸し604 お吸物602
茶碗蒸し
お吸物セット

609
むきそば606 手作り胡麻豆腐600 花ちらし605

会席折詰や三得オードブルを
ご一緒の注文で

500円OFF（4人前）

一人前～四人前までご注文
を承ります。
詳しくはお問い合せ下さい。

特選みその握り「
しょう

笙」444

バラエティ寿司「
かなで

奏」414

上みその握り「
こと

琴」434みその握り「
つづみ

鼓」424

5,400円（税込）四人前 5,940円（税込）四人前 7,020円（税込）四人前

4,234円（税込）四人前 4,860円（税込）四人前

サイズ：27.5×20.5cm サイズ：27.5×20.5cm サイズ：27.5×20.5cm

サイズ：37×31cm

サイズ：37×31cm
サイズ：37×31cm

8,640円（税込） 10,800円（税込）
箱膳会席「

もみじ

紅葉」311 箱膳会席「
あじさい

紫陽花」312 NewNew 箱膳会席「
みやび

雅」213 箱膳会席「
にしき

錦」215

一部をパック膳にてお届けいたします 一部をパック膳にてお届けいたします

すし会席「
まい

舞」451

すし会席「
うたい

謡」450

手まりご膳「
まどか

円」452


