ジューシーな生姜焼き

好きなものを選べる！

毎日たべても飽きない

こだわり生姜焼き弁当

選べる2品弁当

365日替わり弁当

￥850

￥920

￥730

豊かな自然と鉱泉水で育った「越路ポーク」と旬のお野菜を
たっぷりと使用した、SUZU オリジナルの生姜焼き！自家製の
ジンジャーソースがご飯とよく合います！

季節により変わる SUZU365 の手作りお惣菜の中からお好き
なものを 2 種類選べるお弁当です。

毎日変わる、季節の美味しいをふんだんに使用したお手頃価
格のお弁当。平日数量限定販売。

BENTO-MENU
手ごね贅沢ハンバーグ

ボリュームもあってヘルシー

新潟を味わうSUZUスタイル
● 軽減税率対象の税込価格となっております。

鶏チャーシュー
海苔弁当

越路ポーク手ごね

ハンバーグ弁当

￥850
豊かな自然と鉱泉水で育った「越路ポーク」100％で作る、
ジューシーなハンバーグ、自家製のデミグラスソースと相性抜
群です。

￥850
麹に漬けて柔らかくした鶏肉を、新潟の醤油と柿酢で味付け。
こだわりの自家製鶏チャーシューと味付け卵をトッピングし
た、
ヘルシーな海苔弁です。

数量限定！売り切れ御免！

人気の定番鶏から弁当

山古志和牛の
ステーキ丼

鶏のから揚げ
レモンマリネ弁当

￥850
国産鶏を使用して新潟醤油と有機生姜で仕込んだ手作り唐
揚げを、
自家製レモンタレに絡めました。

のりのり海苔弁当

￥1,200
山古志和牛の切り落としを使用したお得なステーキ丼！入荷
がある時でしか販売できない商品の為、ご確認をお願いしま
す。2 種の味が選べます。
バター醤油／ガーリック

Handmade Sweets

365BAKE

￥730
三条車麩を使用したタレカツと鶏のから揚げをメインにのせ
た、SUZU らしさが詰まった 海苔弁当。季節野菜のオムレツや
付け合わせで、旬の味も感じていただけます。

● 写真の内容はイメージです。
● 季節により内容が変更する場合もございます。
● 時間帯によっては品切の場合もございます。
● お米は全て県産コシヒカリベース suzu オリジナル
雑穀米を使用しております。
白米希望の場合は
前日までのご予約の場合のみ対応可能です。
● 当日受け渡しお弁当のラストオーダー 16:00
受け取り時間 17：00 までとなります。

ニイガタオリジナルカレー

本格的なキムチの旨さ

NIIGATA SPICE
CURRY BOX

大盛り!!

豚キムチ海苔弁当

￥850
国内産キムチと豚肉を乳酸菌発酵調味料で味付けしました。
ボリューム満点系！
！手作り味たまご付き。

お子様おむすびBOX

ニイガタスパイスカレーボックス

1種盛り

￥850

合盛り

￥1,200

新潟の食材や発酵食品を活かして作ったオリジナルカレーで
す。季節により内容が変わります。

甘口野菜たっぷりカレー

新潟ならではの発酵食品やフルーツを中心に国産小麦粉・甜菜糖・
玄米米粉などの厳選した食材を使用。素材を味わうクッキーやグル
テンフリーのチーズケーキなど、安心安全でやさしい焼き菓子を１
つ１つ手作りでご用意しています。

・摂田屋キャラメルカヌレ
・味噌とホワイトチョコのフィナンシェ
・新潟醤油のテリーヌショコラ
・季節のチーズケーキ
・クッキー量り売り
（100ｇ）
・お菓子詰め合わせギフト

¥200
¥200
¥430
¥430
¥330~
¥1,500~

KIDSランチBOX

￥550
鶏のから揚げ・オムレツ・コロコロポテトなどおかず 4 品と
雑穀米の塩むすびセット＊＋200 円でから揚げを鶏ひじきハ
ンバーグにも変更可。

KIDS CURRY
キッズカレー

￥410
お子様向けに甘口カレー。発酵食品や季節の野菜が入った
安心安全なやさしいカレーです。
＊価格はすべて税込表記です

SUZU
プレミアム弁当

BENTO（予約制）
＊ご予約はご利用日の前日まで受け付けております。

￥2,200
メイン料理も含め、10 品ほどのお惣菜が入った、華やかなお
弁当です。
プチデザートをお入れすることもできます。詳しい内
容はご予約時にご相談ください。

＼ ベ ジタ
リア ン 、
ヴィー ガ
ン向
9 品と雑

穀ご飯 ／

贅沢9品弁当

なし の 日

に／

SUZU365
2段重弁当
2段重
箱付き

￥5,500

2段重
貸 出

￥3,500

SUZU365 オリジナルデザインの重箱でご用意します。大切な
日のお食事に、いつものお弁当とは違う高級感もお届けしま
す。※貸出の重箱は後日返却をお願い致します。

＼お子
け／

様向け

人 気メニ
ュー 勢 揃

い！／

VEGAN9弁当

キッズ
オードブル

￥1,650

￥3,600

（ おかず 9 品 + 雑穀ご飯 ）

（ お一人様予算 ¥1,200 ）

お肉と野菜の割合が選べます！
9 マスのうち お肉・お魚・揚げ物 ： サラダ

NORA（ノラ）9 品

割合

お肉、卵、乳製品などの動物性食材を使用しないお惣菜を 9
品盛り合わせたお弁当、雑穀ご飯付き。

＼手間

2 ： 7 ￥1,450

山古志産黒毛和牛の

割合

割合

6 ： 3 ￥2,000

お肉や揚げ物などのメイン料理が多く入ったボリューム満点のご馳走９品弁当。

特製ローストビーフ丼

ル／

￥2,600

3 日間ハーブにつけ込んだ山古志産黒毛牛を低温調理でじっ
くり焼き上げた、自家製ローストビーフ。
てまひまかけた味を
お楽しみいただける、贅沢なお弁当です。

SUZU GROUP 人気 NO1 のバーニャカウダをオードブル仕立
てに！旬の野菜をたっぷりと楽しめる人気メニューです。

＊ご自宅・催事会場までお届け致します。
SUZU365ではお弁当・オードブルのお届けも承ります。広いエリアで配達可能！
まずはお気軽にご相談下さい。※配達はご利用日を含む5日前までにお申し込みください。

SUZU365店舗から配達可能エリア
①半径10km未満▶ご注文金額10,000円以上で配達可能（長岡駅周辺、宮内地域、中之島地域など）
②半径10km〜15km▶ご注文金額30,000円以上で配達可能（関原地域、三島地域、与板地域など）
③上記以外は配達費（3,000円〜5,000円）の別途請求で承ります。
まずはご相談ください。

［お届け日］
・
［希望到着時間］
・
［お届け場所］
・
［お召し上がりの時間］

オ ードブ

1,500

￥

・ 配達の場合はご予約期限がご利用日を含む5日前となります

お届けをご希望のお客様は、以下の内容をお知らせください。

野菜の

バーニャカウダ
オードブル（ 4~5 人前 ）

3,500

メイン料理と旬の野菜をバランスよくお楽しみいただけます。

HARE（ハレ）9 品

＼新鮮

￥

4 ： 5 ￥1,650

人数やご予算に応じて 8 種類以上のお料理を豪華に盛り合
わせてご用意します。揚げ物は少なめで！おつまみメインで！
などご要望を教えてください。
（３名様よりオーダー可能）

＼ お肉もお野菜もバランスよく入った SUZU のスタンダード／

かってま
す／

ローストビーフ弁当

旬の野菜をたっぷり楽しめる、
ヘルシーなお弁当。

SATO（サト）9 品

も暇もか

鶏ひじきハンバーグや唐揚げ、手作り米粉ポテトフライなど安
心安全でお子様が楽しめるメニューをご用意しました。

ンダードオ
スタ
ー
ド
ブ

＼贅沢

＼ おもて

当／

ミアムオード
プレ
ブ
ル

YOYAKU

U贅沢弁

ル

＼SUZ

ご予約・お届けについて
●ご予約状況によりご予約、配達が承れない場合もございます。●交通状況や天
候により、ご希望のお時間から多少前後する場合がございます。●キャンセル、
数量の変更は予約の 3 日前までにお知らせください。
ご連絡が遅れますとキャン
セル・変更料が発生する場合がございます。●定休日、オーダーが集中する長岡

＼Foll

スタンダードオードブル

3,240

（ お一人様予算 ¥1,080 ）￥

＼お肉のグレードアップいろいろ入ったハレの日贅沢オードブル／

プレミアムオードブル

6,480

（ お一人様予算 ¥2,160 ）￥

ow Me
!／
● 営業時間
10:00〜17:00
＜ WEB 予約サイト >

花火（8 月 2 日・3 日）年末年始（12 月 31 日、1 月 1 日）は通常のご注文をお受
けできない場合がございます。●お会計は基本的に受け渡し時、現金払いでお
願いいたします。
（カード支払いの場合、事前に店頭で承ります。）●ゴミの回収
は致しかねます。

＊価格はすべて税込表記です

