Delicatessen

［ デリカテッセン ］

¥4,000（税込）

お渡し期間・時間
●12月 1 日
（木）
〜12月19日
（月）、
12月26日
（月）
〜2023年1月31日
（火）
11：30〜19：00

以下の8品より3品お選びください。

（同じアイテムの複数選択は不可）
1

＊お渡し日の３日前までにご予約をお願いいたします。
年末年始（12月25日〜1月10日）をご希望の場合は
12月22日
（木）
までにご予約ください。

約6人分

※電子レンジで温める場合は蓋をはずし、ラップをかけ
てご使用ください。

●12月20日
（火）
〜12月25日
（日）
11：30〜20：00

2

ローストビーフ

チキンのグリルとフリット

▲お渡し容器例
小麦 卵

3

小麦 卵

4

シーフードマリネ

小麦 卵 えび

6

海老と甲イカのチリソース

小麦 卵 えび

7

能登ポーク窯焼きチャーシュー

5

小海老の生春巻とスモークサーモン

卵 えび

8

牛肉とピーマンの細切り炒め

小麦

若鶏唐揚げ ココナッツスパイス和え

小麦 乳 卵

小麦 乳 卵

ご 予 約 は こちらから
〇掲載商品はOne Harmonyポイント積算対象商品です。

○全ての掲載写真はイメージです。

○食器や商品の周りの装飾、素材等は商品に含まれておりません。

One Harmony会員価格の商品をご希望の場合は、ご予約の際に「One Harmony会員番号」を
確認させていただきます。
※会員価格の商品を含むお支払いにはJALクーポンはご利用いただけません。また、
マイルの積算もいたしかねます。
ワン

ハーモニー

無料会員プログラム「One Harmony」
レストラン利用時最大15％OFF！※ 入会金・年会費無料
ワン

ハーモニー

PartyHors-d'œuvre

One Harmonyは、ホテル日航金沢をはじめ、
オークラ ホテルズ＆リゾーツ、
ニッコー・ホテルズ・インターナショナル、ホテルJALシティでご利用いただける会員プログラムです。
詳細はこちらから

※一般会員の方は全レストラン通常料金より10％OFF、プレミアムセレクション会員の方はザ・ガーデンハウスご利用時の
割引率が15％にアップします。
（いずれも対象外メニューあり）

◎ご注文は《公式サイト》または《お電話》で承ります。
①「ホテル日航金沢」公式サイトより
ご注文ください。
②お電話の場合は、
「ファウンテン」まで
TEL 076-234-3639（直通）
受付時間／11：30〜19：00
※掲載商品は各種割引対象外とさせていただきます。

通常価格 ¥18,000（税込）

◎《ご予約期間》と《お渡し日》について
ご予約期間 2022年 10月 1 日（土）
〜 2023年 1 月 31日（火）

＊お渡し日の３日前までにご予約をお願いいたします。
（WEB注文は3日前の19：00まで）
※年末年始（12月25日〜1月10日）をご希望の場合は12月22日
（木）までにご予約ください。

ご注文は
こちらから

ご注文内容の変更やキャンセルにつきましては、お渡し日の3日前
までとさせていただきます。
変更やキャンセルを希望される場合は、お電話でご相談ください。

◎商品のお渡し・ご予約・お問い合わせ
1階 ロビーラウンジ&ペストリーブティック

「ファウンテン」

TEL 076-234-3639（直通）

お 渡 し 日 ●2022年12月 1 日（木）〜12月19日（月）、12月26日（月）〜2023年 1 月31日（火）
●2022年 12月20日（火）〜12月25日（日）

◎お支払い方法

11：30〜19：00
11：30〜20：00

■商品お受け取りの際に次の方法でお支払いください

現金、クレジットカード、PayPay、Pay by Points（One Harmony ポイント支払い)、
レストラン&バー・ラウンジギフト券、オークラ
ニッコーホテルズ共通ご利用券、WAON、JALクーポン ※JALクーポンでお支払いの際は、マイルの積算はいたしかねます。

◎アレルギー表示のご案内
小麦

乳

卵

えび

アレルギー特定原材料 8 品目が含まれる商品については各商品欄にマーク
を付けています。

かに

そば

会員価格 ¥17,000（税込）
お渡し期間・時間
●12月 1 日
（木）
〜12月19日
（月）、
12月26日
（月）
〜2023年1月31日
（火）
11：30〜19：00
●12月20日
（火）
〜12月25日
（日）
11：30〜20：00
＊お渡し日の３日前までにご予約をお願いいたします。
＊年末年始（12月25日〜1月10日）をご希望の場合は
12月22日（木）までにご予約ください。

［ パーティーオードブル ］ 約4〜5人前

・蛸とモッツァレラ・
じゃがいものジェノベーゼ
・五郎島金時レモン煮
・蟹とほうれん草のキッシュ
・シーフード（海老・小柱・ムール
貝）と人参ラペ
・ずわい蟹とひゃくまん穀米の
アランチーニ
・骨付きソーセージ
・チキンもも塩こうじ
・パイ包ミートローフ

・能登ポークの
ポルペッティーニ
・カマンベール・スモークチーズ・
ミモレット
・ブランダード＆メルバトースト
・ローストビーフ 生姜ダレ
・有頭海老ガーリックソテー
・蟹爪アーモンドフライ
・イカ短冊
スイートチリソース和え
・ムール貝白ワイン煮

落花生 くるみ

※全て共通の厨房・機器で調理・洗浄しているため、その過程においてアレルギー物質が混入する可能性があります。
表示情報はアレルギー症状を発症しないことを保証するものではありません。

〒920-0853 石川県金沢市本町2-15-1（ JR金沢 駅 兼六園口前）
TEL: 076-234-1111 FA X: 076-234-8802

ご 予 約 は こちらから

・スモークサーモン
・帆立スモーク
・海老とポテトのサラダ
・白身魚のエスカベッシュ
・合鴨有馬煮
・パテ・ド・カンパーニュ
・鶏八幡巻
・ポークパストラミ
・くるみキャラメリゼ

小麦 乳 卵 えび

かに くるみ

Chinese
Hors-d'œuvre

通常価格 ¥17,000（税込）
お渡し期間・時間
●12月 1 日（木）〜12月19日（月）、
12月26日（月）〜
2023年1月31日（火）

［ 中国料理 オードブル ］

11：30〜19：00
●12月20日（火）〜12月25日（日）

約4〜5人前
小麦 乳 卵 えび

11：30〜20：00
落花生

＊お渡し日の３日前までにご予
約をお願いいたします。
＊年末年始（12月25日〜1月10
日）をご希望の場合は12月22
日（木）までにご予約ください。

細切り炒め

［ 国産牛のヒレステーキサンド ］

・春巻

¥3,500（税込）

・若鶏の唐揚げ
・飲茶二種

お渡し期間・時間
●12月1日
（木）
〜12月19日
（月）、

・牛フィレ肉 黒胡椒炒め

12月26日
（月）
〜2023年1月31日
（火）

・海老のマヨネーズソース

11：30〜19：00

・海老のチリソース

●12月20日
（火）
〜12月25日
（日）

・帆立貝柱・甲イカとア

11：30〜20：00

スパラのあっさり

・国産牛のヒレステーキサンド
・皮付きフライドポテト
・彩り野菜のソテー

Shark Fin Soup

小麦 乳 卵

2022- 2023

＊お渡し日の３日前までにご予約をお願いいたします。
＊年末年始（12月25日〜1月10日）をご希望の場合は
12月22日（木）までにご予約ください。

塩炒め

2022年12月1日
（木）
〜2023年1月31日
（火）

Steak Sandwich

・能登ポークとピーマンの

Merry Christmas and Happy New Year

会員価格 ¥16,000（税込）

［ フカヒレの姿 煮込み ］

¥12,000（税込）

Dim
Sum Set

［ 蒸籠（せいろ）付

¥6,000（税込）

約200g

お渡し期間・時間
●12月1日（木）〜12月19日（月）、
12月26日（月）〜2023年1月31日（火）
11：30〜19：00
●12月20日（火）〜12月25日（日）
11：30〜20：00

飲茶セット ］

＊お渡し日の３日前までにご予約を
お願いいたします。
＊年末年始
（12月25日〜1月10日）
を
ご希望の場合は12月22日（木）まで
にご予約ください。

※せいろ付（直径21㎝）

お渡し期間・時間
●12月 1 日（木）〜12月19日（月）、
12月26日（月）〜2023年1月31日（火）
11：30〜19：00

ワン

ハー モ ニー

「One Harmony」
会員価格が登場！
！
会員の方はお得な
会 員価 格で 購 入
いただけます
※パーティーオー
ドブル
（洋食、中
国料理）が対象
です

・フカヒレの姿煮込み（1枚）

●12月20日（火）〜12月25日（日）
11：30〜20：00

※野菜は入っていません。

＊お渡し日の３日前までにご予約をお願いいたします。
＊年末年始（12月25日〜1月10日）をご希望の場合は
12月22日（木）までにご予約ください。
※調理済み（真空パック）です。電子レンジもしくは
湯煎又はせいろにて蒸し、温めてお召し上がりください。

小麦 乳

「One Harmony」
入会費・年会費無料

【セット内容】
・海老蒸し餃子（4個）
・焼売（4個）
・法蓮草餃子（4個）

・チャーシュー饅頭（2個）
・大根 餅（2枚）
・桃饅頭（2個）

小麦

えび

写真のせいろは25㎝を使用。
実 際はご 家 庭で使 用しやすいせいろで
（内容の半分程が入るサイズ）お渡しいたします。

ご 予 約 は こちらから

詳細はこちらから

Delicatessen

［ デリカテッセン ］

¥4,000（税込）

お渡し期間・時間
●12月 1 日
（木）
〜12月19日
（月）、
12月26日
（月）
〜2023年1月31日
（火）
11：30〜19：00

以下の8品より3品お選びください。

（同じアイテムの複数選択は不可）
1

＊お渡し日の３日前までにご予約をお願いいたします。
年末年始（12月25日〜1月10日）をご希望の場合は
12月22日
（木）
までにご予約ください。

約6人分

※電子レンジで温める場合は蓋をはずし、ラップをかけ
てご使用ください。

●12月20日
（火）
〜12月25日
（日）
11：30〜20：00

2

ローストビーフ

チキンのグリルとフリット

▲お渡し容器例
小麦 卵

3

小麦 卵

4

シーフードマリネ

小麦 卵 えび

6

海老と甲イカのチリソース

小麦 卵 えび

7

能登ポーク窯焼きチャーシュー

5

小海老の生春巻とスモークサーモン

卵 えび

8

牛肉とピーマンの細切り炒め

小麦

若鶏唐揚げ ココナッツスパイス和え

小麦 乳 卵

小麦 乳 卵

ご 予 約 は こちらから
〇掲載商品はOne Harmonyポイント積算対象商品です。

○全ての掲載写真はイメージです。

○食器や商品の周りの装飾、素材等は商品に含まれておりません。

One Harmony会員価格の商品をご希望の場合は、ご予約の際に「One Harmony会員番号」を
確認させていただきます。
※会員価格の商品を含むお支払いにはJALクーポンはご利用いただけません。また、
マイルの積算もいたしかねます。
ワン

ハーモニー

無料会員プログラム「One Harmony」
レストラン利用時最大15％OFF！※ 入会金・年会費無料
ワン

ハーモニー

PartyHors-d'œuvre

One Harmonyは、ホテル日航金沢をはじめ、
オークラ ホテルズ＆リゾーツ、
ニッコー・ホテルズ・インターナショナル、ホテルJALシティでご利用いただける会員プログラムです。
詳細はこちらから

※一般会員の方は全レストラン通常料金より10％OFF、プレミアムセレクション会員の方はザ・ガーデンハウスご利用時の
割引率が15％にアップします。
（いずれも対象外メニューあり）

◎ご注文は《公式サイト》または《お電話》で承ります。
①「ホテル日航金沢」公式サイトより
ご注文ください。
②お電話の場合は、
「ファウンテン」まで
TEL 076-234-3639（直通）
受付時間／11：30〜19：00
※掲載商品は各種割引対象外とさせていただきます。

通常価格 ¥18,000（税込）

◎《ご予約期間》と《お渡し日》について
ご予約期間 2022年 10月 1 日（土）
〜 2023年 1 月 31日（火）

＊お渡し日の３日前までにご予約をお願いいたします。
（WEB注文は3日前の19：00まで）
※年末年始（12月25日〜1月10日）をご希望の場合は12月22日
（木）までにご予約ください。

ご注文は
こちらから

ご注文内容の変更やキャンセルにつきましては、お渡し日の3日前
までとさせていただきます。
変更やキャンセルを希望される場合は、お電話でご相談ください。

◎商品のお渡し・ご予約・お問い合わせ
1階 ロビーラウンジ&ペストリーブティック

「ファウンテン」

TEL 076-234-3639（直通）

お 渡 し 日 ●2022年12月 1 日（木）〜12月19日（月）、12月26日（月）〜2023年 1 月31日（火）
●2022年 12月20日（火）〜12月25日（日）

◎お支払い方法

11：30〜19：00
11：30〜20：00

■商品お受け取りの際に次の方法でお支払いください

現金、クレジットカード、PayPay、Pay by Points（One Harmony ポイント支払い)、
レストラン&バー・ラウンジギフト券、オークラ
ニッコーホテルズ共通ご利用券、WAON、JALクーポン ※JALクーポンでお支払いの際は、マイルの積算はいたしかねます。

◎アレルギー表示のご案内
小麦

乳

卵

えび

アレルギー特定原材料 8 品目が含まれる商品については各商品欄にマーク
を付けています。

かに

そば

会員価格 ¥17,000（税込）
お渡し期間・時間
●12月 1 日
（木）
〜12月19日
（月）、
12月26日
（月）
〜2023年1月31日
（火）
11：30〜19：00
●12月20日
（火）
〜12月25日
（日）
11：30〜20：00
＊お渡し日の３日前までにご予約をお願いいたします。
＊年末年始（12月25日〜1月10日）をご希望の場合は
12月22日（木）までにご予約ください。

［ パーティーオードブル ］ 約4〜5人前

・蛸とモッツァレラ・
じゃがいものジェノベーゼ
・五郎島金時レモン煮
・蟹とほうれん草のキッシュ
・シーフード（海老・小柱・ムール
貝）と人参ラペ
・ずわい蟹とひゃくまん穀米の
アランチーニ
・骨付きソーセージ
・チキンもも塩こうじ
・パイ包ミートローフ

・能登ポークの
ポルペッティーニ
・カマンベール・スモークチーズ・
ミモレット
・ブランダード＆メルバトースト
・ローストビーフ 生姜ダレ
・有頭海老ガーリックソテー
・蟹爪アーモンドフライ
・イカ短冊
スイートチリソース和え
・ムール貝白ワイン煮

落花生 くるみ

※全て共通の厨房・機器で調理・洗浄しているため、その過程においてアレルギー物質が混入する可能性があります。
表示情報はアレルギー症状を発症しないことを保証するものではありません。

〒920-0853 石川県金沢市本町2-15-1（ JR金沢 駅 兼六園口前）
TEL: 076-234-1111 FA X: 076-234-8802

ご 予 約 は こちらから

・スモークサーモン
・帆立スモーク
・海老とポテトのサラダ
・白身魚のエスカベッシュ
・合鴨有馬煮
・パテ・ド・カンパーニュ
・鶏八幡巻
・ポークパストラミ
・くるみキャラメリゼ

小麦 乳 卵 えび

かに くるみ

