BOXED LUNCH
多彩なお弁当
￥1,430

お弁当は緑茶付きでご提供します。

Green Tea is offered with boxed lunch.
※サンドイッチボックスタイプはオレンジジュース付き
※Orange Juice is offered with Sandwiches.

B-14
A-14

「シウマイ」や海老のチリソースなど、
多彩な中華メニューを盛り合わせました。

ひと手間かけた和惣菜の数々を、
三色のご飯とともにご賞味いただけます。

C-14
焼魚や煮物、揚物などバランス良く
詰め合わせた幕の内弁当です。

E-141
海老や煮物など、上質な老舗料亭の味を、
お気軽にお楽しみいただけます。

D-14

E-142

ばらちらしと16種の彩り豊かな和惣菜を
盛り込んだ、華やかな松花堂弁当です。

老舗料亭が特製のたれで焼き上げる、
味わい深い牛すき弁当です。

G-14

茶飯や海老の天麩羅、鮭の塩焼きなどを
盛り合わせた彩り豊かな幕の内弁当です。

H-14

I-14

赤い袋で知られる横浜生まれのベーカリー
が手掛けるロールパンサンドイッチです。

本格的クラブハウスサンドイッチに、
鶏の唐揚げとフルーツを添えました。

￥1,200

お弁当は緑茶付きでご提供します。

Green Tea is offered with boxed lunch.
※サンドイッチボックスタイプはオレンジジュース付き
※Orange Juice is offered with Sandwiches.

A-121

A-122

B-12

鮭の塩焼きや煮物など、定番の和風
メニューを詰め合わせました。

鯖の味噌煮や多彩な煮物を盛り込んだ、
ヘルシーな和のお弁当です。

定番の中華惣菜と、横浜名物「シウマイ」
を一度にお楽しみいただけます。

C-12

D-12

E-12

煮物、揚物、焼物をバランスよく盛り込んだ
バラエティ豊かなお弁当です。

ちらし寿司や煮物、焼魚など人気の和惣菜
が揃う、彩り豊かなお弁当に仕上げました。

赤魚の祐庵焼きや煮浸しなど、
老舗料亭の
味をお気軽にお楽しみいただけます。

G-12

H-12

I-12

和食･洋食の人気メニューを彩りよく盛り
合わせた、食べ応えのあるお弁当です。

赤い袋で知られる横浜生まれのベーカリー
から人気パン３種をご用意いたしました。

メンチカツなど６種の具材が揃う、
ボリューム感のあるランチボックスです。

お弁当・ご注文について

NOTES

●
●
●
●
●
●
●

● Ingredients are subject to change according to seasons.
● Bento Boxes can be ordered from 5 or more.
(Some boxed lunches are limited in the number of the orders.)
● Our Bento Boxes can be served from 9:00a.m. to 7:00p.m.
● Please make your order 7 days in advance. If you would like to

季節により内容が変わる場合がございます
ご注文は 1 種類 5 食より承ります
各お弁当のご提供時間は午前 9 時より午後 7 時までです
一部のお弁当はご注文数に限りがございます
ご注文は 1 週間前まで、数量のご変更は 3 日前まで承ります
料金にはデリバリー費、回収費、サービス料、税金が含まれます
お届けしたお弁当は、直射日光の当たる場所や高温多湿の場所に
放置せず、消費期限内にお召し上がりください
● お弁当のお持ち帰りはご遠慮ください
○ 上記をお守りいただけずに万が一事故が発生した場合、ホテルは
責任を負い兼ねますのでご了承ください

For Order and Inquiries

change the number of boxes, please let us know 3 days before.

● Prices are inclusive of delivery and collect fee, tax and service charge.
● Keep the delivered lunch away from high temperature and humidity and

enjoy by the “expiration time” indicated on the box.

● Please refrain from taking any boxed lunches out with you.
○ The hotel will not assume responsibility for the incidents if above indications.

ご注文･お問い合わせ

〒220-8522 横浜市西区みなとみらい 1-1-1

〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 1-1-1

INTERCONTINENTAL YOKOHAMA GRAND
1-1-1 Minato Mirai, Nishi-ku, Yokohama, 220-8522 Japan

1-1-1 Minato Mirai, Nishi-ku, Yokohama, 220-0012 Japan

Tel: 045-223-2288( 営業部 ) Fax: 045-223-2292( 営業部 )

Tel: 045-221-2121( 営業部 ) Fax: 045-221-2136

www.interconti.co.jp/yokohama

www.pacifico.co.jp

BOXED LUNCH
多彩なお弁当
￥900

お弁当は緑茶付きでご提供します。

Green Tea is offered with boxed lunch.
※サンドイッチボックスタイプはオレンジジュース付き
※Orange Juice is offered with Sandwiches.

A-09

B-09

C-091

焼魚や揚物、煮物をバランスよく
盛り合わせた和風のお弁当です。

横浜名物「シウマイ」や、鱈のチリソース
など、中華の人気メニューが満載です。

煮物、焼魚を中心に、定番の和惣菜を
詰め合わせたお弁当です。

C-092

D-09

I-09

三種のご飯に、焼魚やコロッケ、煮物
など、バラエティに富んだお弁当です。

唐揚げや煮物などの和惣菜を、太巻き寿司
やいなり寿司とともに盛り込みました。

４種のサンドイッチに唐揚げとサラダを
添えた、カジュアルなランチボックスです。

お弁当・ご注文について

NOTES

●
●
●
●
●
●
●

● Ingredients are subject to change according to seasons.
● Bento Boxes can be ordered from 5 or more.
(Some boxed lunches are limited in the number of the orders.)
● Our Bento Boxes can be served from 9:00a.m. to 7:00p.m.
● Please make your order 7 days in advance. If you would like to

季節により内容が変わる場合がございます
ご注文は 1 種類 5 食より承ります
各お弁当のご提供時間は午前 9 時より午後 7 時までです
一部のお弁当はご注文数に限りがございます
ご注文は 1 週間前まで、数量のご変更は 3 日前まで承ります
料金にはデリバリー費、回収費、サービス料、税金が含まれます
お届けしたお弁当は、直射日光の当たる場所や高温多湿の場所に
放置せず、消費期限内にお召し上がりください
● お弁当のお持ち帰りはご遠慮ください
○ 上記をお守りいただけずに万が一事故が発生した場合、ホテルは
責任を負い兼ねますのでご了承ください

For Order and Inquiries

change the number of boxes, please let us know 3 days before.

● Prices are inclusive of delivery and collect fee, tax and service charge.
● Keep the delivered lunch away from high temperature and humidity and

enjoy by the “expiration time” indicated on the box.

● Please refrain from taking any boxed lunches out with you.
○ The hotel will not assume responsibility for the incidents if above indications.

ご注文･お問い合わせ

〒220-8522 横浜市西区みなとみらい 1-1-1

〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 1-1-1

INTERCONTINENTAL YOKOHAMA GRAND
1-1-1 Minato Mirai, Nishi-ku, Yokohama, 220-8522 Japan

1-1-1 Minato Mirai, Nishi-ku, Yokohama, 220-0012 Japan

Tel: 045-223-2288( 営業部 ) Fax: 045-223-2292( 営業部 )

Tel: 045-221-2121( 営業部 ) Fax: 045-221-2136

www.interconti.co.jp/yokohama/

www.pacifico.co.jp

