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Live the InterContinental life.

ホテル特製のお弁当
HOTEL MADE BENTO BOXES



煮物、焼物、揚物をバランス良く詰め
合わせ、ボリューム感のあるお弁当に
仕上げました。

210×210×H50mm

お茶付き
（250ml 紙パック）￥1,450

和
　
風

洋
　
風

中
　
華

JP14
A

鮭の粕漬を中心に、多彩な煮物などを
バランス良く盛り込んだ、ヘルシーな
お弁当です。

195×195×H50mm

JP14
B

ハンバーグ、海老フライ、オムレツなど、
彩り良い人気の洋食メニューが満載です。

210×210×H50mm

WN14
A

海老フライやハンバーグ、クリームコロッケ、
スパゲッティ・ナポリタンなど、人気の洋食
メニューを盛り込みました。

195×195×H50mm

WN14
B

豚肉と揚げ野菜の甘辛ソース和えや
春巻などの中華メニューを気軽に
お楽しみいただけます。

210×210×H50mm

CH14
A

シュウマイや春巻など人気の
中華メニューを、二色のご飯と共に、
お気軽にお楽しみいただけます。

235×153×H48mm

CH14
B

JAPANESE

WESTERN

CHINESE



お茶付き
（250ml 紙パック）￥1,630

和
　
風

洋
　
風

中
　
華

JP16
A

白身魚の西京焼きなど、ワンランク上の
お料理を盛り込んだ、華やかなお弁当です。
ご飯は二色でボリューム満点。

195×195×H50mm

JP16
B

WN16
A

海老フリッター、チキンのチーズ大葉巻き、
スペイン風オムレツなど、ひと手間掛けた
洋風料理をお楽しみいただけます。

195×195×H50mm

WN16
B

CH16
A

チンジャオロースソースに絡めた鶏の唐揚げ
や、ふわふわに揚げた白身魚など、丁寧に
仕上げた満足度の高いお弁当です。

194×194×H50mm

CH16
B

二種類のご飯に、鮭の塩焼きや鶏肉の
野菜巻き、煮物などバラエティに富んだ
幕の内弁当です。

210×210×H50mm

チキンカツや海老のフリッター、
ラタトゥイユを添えた鶏肉マスタード焼き
などを彩り豊かに詰め合わせました。

210×210×H50mm

海老のチリソースや春巻、
豚角煮など多彩な中華メニュ－を
お楽しみいただけます。

210×210×H50mm

JAPANESE

WESTERN

CHINESE



￥2,000

和
　
風

洋
　
風

中
　
華

お茶付き
（250ml 紙パック）

JP20
A

白身魚の西京焼き、柔らか真丈など和食の
定番料理の他、牛肉の旨煮や鶏天カツなど
趣向を凝らしたお弁当です。

195×195×H50mm

JP20
B

WN20
A

スモークサーモンやテリーヌ、蟹爪フライ
などを盛り込んだ、ホテルならではの
上質なお弁当です。

195×195×H50mm

WN20
B

CH20
A

シュウマイや合鴨スモーク、鶏の唐揚げ
など多彩に詰め合わせた、味、ボリューム
共に、どなた様にも喜ばれるお弁当です。

195×195×H50mm

CH20
B

キングサーモンの粕漬け焼きや海老の
しそ衣揚げなどバラエティ豊かな料理を
盛り合わせた味わい深いお弁当です。

210×210×H50mm

チキンのチーズ大葉巻きや帆立の南蛮漬、
合鴨スモークなどの手の込んだ洋食
メニューが彩り良く揃いました。

210×210×H50mm

チンジャオロースや鶏肉のカシュー
ナッツ炒めなど横浜らしい中華メニュー
を取り揃えました。

210×210×H50mm

JAPANESE

WESTERN

CHINESE



牛ステーキ弁当
￥3,560

（お椀付き）
￥5,150
季節の彩り弁当

（お椀付き）

（お椀付き）

（お椀付き）焼魚弁当
￥3,560

なごみ弁当
￥3,560

お弁当・ご注文について NOTES
● 全てのお弁当は緑茶付きでご提供します
● 各お弁当のご提供時間は 11:00 より 19:00 までです
● 市場の入荷状況等により、予告なく食材を変更する場合がございます
● ご注文は 1 種類 5 食より承ります
● ご注文は 10 日前まで、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

● Green Tea is o�ered with Bento Box.
● Our Bento Boxes can be served from 11:00 to 19:00.
● Ingredients are subject to change depending on availability, etc.
● Bento Boxes can be ordered from 5 or more.
● Please make your order 10 days in advance.  If you would like to     
    change the number of boxes, please let us know 3 days before.
● Prices are inclusive of delivery and collect fee, tax and service charge.

● 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

● 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 are not followed.

￥2,630

なだ万

お茶付き
（250ml 紙パック）

お茶付き
（陶器製湯呑にてご提供）

鰆の西京焼きや有頭海老、牛肉の旨煮、
ふんわり天そぼろ餡かけなど、豪華なお料理を多彩に
盛り込んだ松花堂弁当です。

207×207×H55mm
JP26

250×250mm 245×245mm

245×245mm 245×245mm

N51
I

N35
B

N35
N

N35
S



ご注文･お問い合わせFor Order and Inquiries

〒220-8522  横浜市西区みなとみらい 1-1-1 

Tel: 045-223-2288( 営業部 )   Fax: 045-223-2292( 営業部 )
1-1-1 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, 220-8522 Japan

E-mail: sales@icyokohama.com www.icyokohama-grand.com

INTERCONTINENTAL YOKOHAMA GRAND
〒220-0012  横浜市西区みなとみらい 1-1-1 

Tel: 045-221-2121( 営業部 )   Fax: 045-221-2136
1-1-1 Minato Mirai, Nishi-ku, Yokohama, 220-0012 Japan

www.pacifico.co.jp


