
新しい時代の、新しいかたち。忘年会や新年会など年末年始のイベントに。
お好きな場所でお好きなスタイルで、自由に楽しめるパーティーをご提案いたします。

TEL 088-626-1111 www.gphotel.jp

パーティープレート、お弁当のご注文について
ご 注 文 お電話、FAX、ホームページからお渡しご希望日の２日前までに必ずお申し込みください。
お持ち帰り 10：00～21：00 ザ・グランドパレス２Ｆフロントにてお渡しいたします。＊他施設では承っておりませんのでご注意ください。
お 届 け 11：00～19：00 配送エリアは規定の通りです。詳しくは「ケータリングサービスパンフレット」をご覧ください。
注 意 事 項 ・すべて冷蔵にてお渡しいたします。当ホテルの商品は保存料や防腐剤などは使用しておりませんので、必ずお早めにお召し上がり

ください。消費期限はお渡し日当日、お渡し時間から６時間以内とさせていただきます。
・お渡し日の２日前よりキャンセル料が発生いたしますのでご注意ください（前日まで金額の 50％、当日は 100％となります）。
・商品の性質上、商品のお取り換え、キャンセル、お渡し日の変更、ご返金は固くお断りしております。
・季節によりお献立内容・メニュー内容の一部を変更しておりますので予めご了承ください。

お 支 払 法人・各種団体 ・当日お支払い ・請求書払い ＊初回ご利用のお客様は事前ご入金か当日お払いをお願いいたします。
個人のお客様 ・当日お支払い ・事前ご入金

ギフトチェック 販売期間 11月 1日（月）～12月 31日（金）

パーティーイベントの代わりにお食事券のプレゼントはいかがでしょうか？レストランでのお食事だけでなく、ホテルでのご宿泊や
お買物にもご利用いただけます。大切な方へのおもてなしや記念日のお食事、プレゼントなどにもぜひご利用ください。

忘年会・新年会パーティープラン 12月 1日（水）～1月 31日（月）

「３密回避」「衛生管理」を重視した、パーティーやイベントのお手伝いをしておりますのでぜひご利用ください。

ご予約・お問合せは宴会予約係まで。お弁当・パーティープレートは WEBからもご予約いただけます。

770-0831徳島市寺島本町西 1-60-1 TEL 088-626-1111 FAX 088-626-4565 www.gphotel.jp

期間限定セット 10,000円
（12,000円分のご利用券）

購入方法
ザ・グランドパレス 2Fフロントにて販売。
現金払いのみとなりますのでご注意ください。

ご利用上のご注意

ザ・グランドパレス
7,000円～（フリードリンク付き）

パークウエストン
8,000円～（フリードリンク付き）

アグネスカフェ
6,000円～（フリードリンク付き）
◎フリードリンクグレードアップ ＋500円～
◎上記料金はお一人様料金です。税金・サービス
料を含みます。

◎ソーシャルディスタンスに配慮し、会場最大収
容人数の 70％以内にて承ります。

◎ブッフェ形式の場合は飛沫防止パネルや手袋
をご用意いたします。

ホリデイパーティープレート（お持ち帰り・お届け） 12月 1日（水）～1月 10日（祝）

パークウエストン「ザ・グリル」と「アグネスカフェ」より、この時期だけの特別なパーティープレートをご用意しております。

「アグネスカフェ」
アンティパストミスト
8,800円 注文番号 PS-02

アグネスホテルのカジュアルイタリアン「アグ
ネスカフェ」特製のオードブルプレートです。

30×30cm 3～4名様分

国産牛のローストビーフ
スモークサーモン、
トマトとモツァレラのカプレーゼ
海老のグリル、真鯛のフリット
生ハム、サラミなどの盛り合わせ
仔牛のカツレツ ミラノ風、サルシッチャ

乳製品、卵、小麦、海老、鮭、豚肉、牛肉、大豆（調
味料の一部）を含みます。

「ザ・グリル」
オードブルバリエ
12,000円 注文番号 PS-01

パークウエストンのモダンフレンチレストラ
ン「ザ・グリル」からお届けいたします。

30×30cm 3～4名様分

黒毛和牛のローストビーフ
スモークサーモン フレンチキャビア添え
パテ・ド・カンパーニュ
海老とホタテ貝のハーブグリル
チェリバリー鴨のロースト、
ズワイガニ入りキッシュ

乳製品、卵、小麦、海老、鮭、イクラ、豚肉、鶏肉、
牛肉、オレンジ、ナッツ類、大豆（調味料の一部）を
含みます。

セット内容
1,000円券×12枚

◎ザ・グランドパレス、パークウエストン、アグ
　ネスホテル徳島、アグネスホテル・プラス、ホ
　テルフォーシーズン徳島、和風ダイニングどま
　ん中でご利用いただけます。
◎本券の返品・払い戻しまたは現金とのお引き換
　え、ならびに差額のご返金はいたしかねますの
　でご了承ください。
◎有効期限はございません。ご利用にあたっては
　本券裏面の注意事項をよくお読みください。



パーティープレート BOX（お持ち帰り・お届け）
前菜からメインディッシュまで、バラエティ豊かなパーティーメニューをおひとり様専用 BOX にまとめました。

パーティープレート BOX A
5,400円 注文番号 PX-01

１段目：彩鶏とトリュフのガランティーヌ、
スモークサーモンの生春巻き、
帆立貝のスモーク、他

２段目：シーフードミックスグリル
３段目：国産牛のローストビーフ

3段／1人前
21×21×16cm

卵、乳製品、小麦、海老、
イカ、オレンジ、牛肉、
鶏肉、豚肉、さけ、大豆、
りんごを含みます。

パーティープレート BOX B
4,320円 注文番号 PX-02

１段目：鴨ロースト、イカとタコのエスカベッシュ、
ズワイガニのパスタサラダ、
海老のスイートチリソース、他

２段目：サーモンのペルシャード、シーフードフライ
３段目：ビーフステーキサラダ

3段／1人前
21×21×16cm

卵、乳、小麦、海老、
カニ、イカ、オレンジ、
牛肉、鶏肉、豚肉、さけ、
大豆（調味料）、りんご
（同）、ごま（同）を含
みます。

パーティープレート BOX C
3,240円 注文番号 PX-03

１段目：コールドミート２種とチーズタルト、
鴨のロースト、ズワイガニのパスタサラダ、
プティトマトとモツァレラのカプレーゼ、他

２段目：サーモンのペルシャード、
ポークロースのマスタード焼き

2段／1人前
21×21×11cm

卵、乳製品、小麦、海老、
イカ、オレンジ、牛肉、
鶏肉、豚肉、さけ、大豆
（調味料）、りんご（同）、
ごま（同）を含みます。

特別二段パーティー弁当（お持ち帰り・お届け）
西洋料理と日本料理、そしてデザートまでバラエティ豊かなパーティーメニューを詰め合わせた豪華なお弁当です。

特別二段パーティー弁当「松」
10,800円 注文番号 SB-01

21×30×高さ 12.4cm／２折

【日本料理】
スモークサーモン蓮根巻き、ブリ照り焼き、
フォアグラゼリー寄せ、平目昆布〆、サゴシ生寿司、
海老の蓑揚げ、真鯛棒寿司、吹き寄せ寿司、他
【西洋料理】
ローストビーフ、オマール海老と帆立貝のグリル、
国産牛フィレステーキ、生ハムとオレンジのサラダ
季節のフルーツ、アグネス特製デザート、他

乳製品、卵、小麦、海老、イカ、牛肉、オレンジ、ごま、
大豆（調味料）を含みます。

特別二段パーティー弁当「竹」
8,640円 注文番号 SB-02

21×30×高さ 12.4cm／２折

【日本料理】
和風前菜取り合わせ、カレイ西京焼き、
鯛とサゴシの生寿司、海老とハモの天婦羅、他
【西洋料理】
阿波尾鶏ロースト、トリュフ入りキッシュ、
海の幸のプランチャ、国産牛ランプステ－キ、
スモークサーモンとクリームチーズのサラダ
季節のフルーツ、アグネス特製デザート、他

乳製品、卵、小麦、海老、イカ、牛肉、キウイ、オレンジ、
ごま、大豆（調味料）を含みます。

特別二段パーティー弁当「梅」
6,480円 注文番号 SB-03

21×30×高さ 12.4cm／２折

【日本料理】
和風前菜取り合わせ、サーモン幽庵焼き、
真鯛生寿司、青利烏賊昆布〆、海老アラレ揚げ、
胡麻豆腐、御飯と赤飯、他
【西洋料理】
彩鶏の南蛮揚げ、ハンバーグステーキ、
シュリンプサラダ、ビーフランプステーキ、
季節のフルーツ、アグネス特製デザート、他

乳製品、卵、小麦、海老、イカ、牛肉、鶏肉、オレンジ、
ごま、大豆（調味料）を含む

お弁当（お持ち帰り・お届け）
場所や時間を問わずにホテルグレードのお料理が気軽にお楽しみいただける特製のお弁当です。

懐石弁当「福」 3,240円 注文番号 BJ-21

21×21×高さ 6.2cm／1 折

乳製品、卵、小麦、海老、イカ、牛肉、鮭、大豆を含みます。

シェフ弁当（上） 4,320円 注文番号 BJ-23

21×30×高さ 6.2cm／1折
卵、小麦、海老、カニ、イカ、牛肉、鮭、大豆（調味料）を含みます。

特別お祝い弁当 5,400円 注文番号 BJ-25

21×30×高さ 6.2cm／1折
乳製品、卵、小麦、海老、イカ、牛肉、大豆を含みます。

特別懐石弁当 4,320 円 注文番号 BJ-24

21×30×高さ 6.2cm／1折
乳製品、卵、小麦、海老、イカ、牛肉、鮭、大豆を含みます。

シェフ弁当 3,240円 注文番号 BJ-22

21×21×高さ 6.2cm／1折
＊卵、小麦、海老、カニ、イカ、牛肉、鮭、大豆油を含みます。

吹き寄せ寿司弁当 3,240円 注文番号 BJ-20

21×21×高さ 6.2cm／1折
卵、小麦、海老、イカ、イクラ、鮭、大豆を含みます。
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【日本料理】
和風前菜取り合わせ、カレイ西京焼き、
鯛とサゴシの生寿司、海老とハモの天婦羅、他
【西洋料理】
阿波尾鶏ロースト、トリュフ入りキッシュ、
海の幸のプランチャ、国産牛ランプステ－キ、
スモークサーモンとクリームチーズのサラダ
季節のフルーツ、アグネス特製デザート、他

乳製品、卵、小麦、海老、イカ、牛肉、キウイ、オレンジ、
ごま、大豆（調味料）を含みます。

特別二段パーティー弁当「梅」
6,480円 注文番号 SB-03

21×30×高さ 12.4cm／２折

【日本料理】
和風前菜取り合わせ、サーモン幽庵焼き、
真鯛生寿司、青利烏賊昆布〆、海老アラレ揚げ、
胡麻豆腐、御飯と赤飯、他
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彩鶏の南蛮揚げ、ハンバーグステーキ、
シュリンプサラダ、ビーフランプステーキ、
季節のフルーツ、アグネス特製デザート、他

乳製品、卵、小麦、海老、イカ、牛肉、鶏肉、オレンジ、
ごま、大豆（調味料）を含む

お弁当（お持ち帰り・お届け）
場所や時間を問わずにホテルグレードのお料理が気軽にお楽しみいただける特製のお弁当です。

懐石弁当「福」 3,240円 注文番号 BJ-21

21×21×高さ 6.2cm／1 折

乳製品、卵、小麦、海老、イカ、牛肉、鮭、大豆を含みます。

シェフ弁当（上） 4,320円 注文番号 BJ-23

21×30×高さ 6.2cm／1折
卵、小麦、海老、カニ、イカ、牛肉、鮭、大豆（調味料）を含みます。

特別お祝い弁当 5,400円 注文番号 BJ-25

21×30×高さ 6.2cm／1折
乳製品、卵、小麦、海老、イカ、牛肉、大豆を含みます。

特別懐石弁当 4,320 円 注文番号 BJ-24

21×30×高さ 6.2cm／1折
乳製品、卵、小麦、海老、イカ、牛肉、鮭、大豆を含みます。

シェフ弁当 3,240円 注文番号 BJ-22

21×21×高さ 6.2cm／1折
＊卵、小麦、海老、カニ、イカ、牛肉、鮭、大豆油を含みます。

吹き寄せ寿司弁当 3,240円 注文番号 BJ-20

21×21×高さ 6.2cm／1折
卵、小麦、海老、イカ、イクラ、鮭、大豆を含みます。



新しい時代の、新しいかたち。忘年会や新年会など年末年始のイベントに。
お好きな場所でお好きなスタイルで、自由に楽しめるパーティーをご提案いたします。

TEL 088-626-1111 www.gphotel.jp

パーティープレート、お弁当のご注文について
ご 注 文 お電話、FAX、ホームページからお渡しご希望日の２日前までに必ずお申し込みください。
お持ち帰り 10：00～21：00 ザ・グランドパレス２Ｆフロントにてお渡しいたします。＊他施設では承っておりませんのでご注意ください。
お 届 け 11：00～19：00 配送エリアは規定の通りです。詳しくは「ケータリングサービスパンフレット」をご覧ください。
注 意 事 項 ・すべて冷蔵にてお渡しいたします。当ホテルの商品は保存料や防腐剤などは使用しておりませんので、必ずお早めにお召し上がり

ください。消費期限はお渡し日当日、お渡し時間から６時間以内とさせていただきます。
・お渡し日の２日前よりキャンセル料が発生いたしますのでご注意ください（前日まで金額の 50％、当日は 100％となります）。
・商品の性質上、商品のお取り換え、キャンセル、お渡し日の変更、ご返金は固くお断りしております。
・季節によりお献立内容・メニュー内容の一部を変更しておりますので予めご了承ください。

お 支 払 法人・各種団体 ・当日お支払い ・請求書払い ＊初回ご利用のお客様は事前ご入金か当日お払いをお願いいたします。
個人のお客様 ・当日お支払い ・事前ご入金

ギフトチェック 販売期間 11月 1日（月）～12月 31日（金）

パーティーイベントの代わりにお食事券のプレゼントはいかがでしょうか？レストランでのお食事だけでなく、ホテルでのご宿泊や
お買物にもご利用いただけます。大切な方へのおもてなしや記念日のお食事、プレゼントなどにもぜひご利用ください。

忘年会・新年会パーティープラン 12月 1日（水）～1月 31日（月）

「３密回避」「衛生管理」を重視した、パーティーやイベントのお手伝いをしておりますのでぜひご利用ください。

ご予約・お問合せは宴会予約係まで。お弁当・パーティープレートは WEBからもご予約いただけます。

770-0831徳島市寺島本町西 1-60-1 TEL 088-626-1111 FAX 088-626-4565 www.gphotel.jp

期間限定セット 10,000円
（12,000円分のご利用券）

購入方法
ザ・グランドパレス 2Fフロントにて販売。
現金払いのみとなりますのでご注意ください。

ご利用上のご注意

ザ・グランドパレス
7,000円～（フリードリンク付き）

パークウエストン
8,000円～（フリードリンク付き）

アグネスカフェ
6,000円～（フリードリンク付き）
◎フリードリンクグレードアップ ＋500円～
◎上記料金はお一人様料金です。税金・サービス
料を含みます。

◎ソーシャルディスタンスに配慮し、会場最大収
容人数の 70％以内にて承ります。

◎ブッフェ形式の場合は飛沫防止パネルや手袋
をご用意いたします。

ホリデイパーティープレート（お持ち帰り・お届け） 12月 1日（水）～1月 10日（祝）

パークウエストン「ザ・グリル」と「アグネスカフェ」より、この時期だけの特別なパーティープレートをご用意しております。

「アグネスカフェ」
アンティパストミスト
8,800円 注文番号 PS-02

アグネスホテルのカジュアルイタリアン「アグ
ネスカフェ」特製のオードブルプレートです。

30×30cm 3～4名様分

国産牛のローストビーフ
スモークサーモン、
トマトとモツァレラのカプレーゼ
海老のグリル、真鯛のフリット
生ハム、サラミなどの盛り合わせ
仔牛のカツレツ ミラノ風、サルシッチャ

乳製品、卵、小麦、海老、鮭、豚肉、牛肉、大豆（調
味料の一部）を含みます。

「ザ・グリル」
オードブルバリエ
12,000円 注文番号 PS-01

パークウエストンのモダンフレンチレストラ
ン「ザ・グリル」からお届けいたします。

30×30cm 3～4名様分

黒毛和牛のローストビーフ
スモークサーモン フレンチキャビア添え
パテ・ド・カンパーニュ
海老とホタテ貝のハーブグリル
チェリバリー鴨のロースト、
ズワイガニ入りキッシュ

乳製品、卵、小麦、海老、鮭、イクラ、豚肉、鶏肉、
牛肉、オレンジ、ナッツ類、大豆（調味料の一部）を
含みます。

セット内容
1,000円券×12枚

◎ザ・グランドパレス、パークウエストン、アグ
　ネスホテル徳島、アグネスホテル・プラス、ホ
　テルフォーシーズン徳島、和風ダイニングどま
　ん中でご利用いただけます。
◎本券の返品・払い戻しまたは現金とのお引き換
　え、ならびに差額のご返金はいたしかねますの
　でご了承ください。
◎有効期限はございません。ご利用にあたっては
　本券裏面の注意事項をよくお読みください。
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