
￥740（税別）（税込価格￥800）

￥1,111（税別）（税込価格￥1,200）

￥278（税別）（税込価格￥300）

エルサン関係者しかお目に
かかれない絶品カレー。
わんぱく卵と一緒にどうぞ。

地元カブを余す所なく使った、具
沢山のクラムチャウダー。

梅シソ風味の特製ソース付きで
す。トッピングのカリカリ舞茸
とオニオン、マヨネーズがポイ
ントです。

お電話でご注文、
ドライブスルーでお引渡し。

2021.1.3 ～ 2.28

エルサン
ドライブスルー
EL-SUN Drive through

地元カブと庄内豚のベーコンの
クラムチャウダー

ローストビーフ丼
カリカリ舞茸とオニオン、わんぱく卵のせ

ローストビーフ丼
カリカリ舞茸とオニオン、わんぱく卵のせ

エルサンのカレー

大盛+200円 ※クラムチャウダー
　は対象外

ご利用方法 お引渡し時間／ 11:30 ～ 14:30

まずはお電話で
ご注文ください。

エルサン本館入り口の
屋根の下まで車でお進み

ください。

停車位置にボタンがあり
ますので、押してください。
スタッフが参ります。※当日の注文は

朝 10:30 ～ 14:00 までＯＫです。

こちら側の建物の
ここです。

Tel.0235-24-4633 
鶴岡市東原町17-7

info@el-sun.comhttp://www.el-sun.com

ご予約・ご注文は

おうちで
エルサン
自宅で楽しむエルサンのテイクアウト

2021.1.3－3.31
1万円 ( 税別 ) 以上から配達承ります



エルサングループ全店舗でご利用頂けます

スープ三種セット カレー三種セット

ローストビーフ海老のチリソースクラムチャウダー

このパンフレット掲載の商品すべてにご利用いただけます

大切なあの人への贈り物や各種お祝いのプレゼントに

エルサンの人気メニューが簡単お惣菜で登場 !
ご自宅で温めるだけで本格的な料理が楽しめます
贈り物などギフトにもどうぞ !

エルサン商品券　

お惣菜

997-0801 山形県鶴岡市東原町 17-7
TEL:0235-24-4633  FAX:0235-25-2522
E-mail:info@el-sun.com
http://www.el-sun.com

グランドエル・サン
衣裳室 アンジェリーナ

鶴岡市昭和町12-23
TEL:0235-22-1223

グランドエル・サン内
TEL:0235-24-4639

ピノ・コッリーナ　ファームガーデン＆ワイナリー松ケ岡

鶴岡市羽黒町松ケ岡字松ケ岡156-2
TEL:0235-26-7807

鶴岡／本町／余目／
大山／温海各店舗

蔵屋敷LINAシェフ監修

すき焼きセット
老若男女で大人気のすき焼きセットです。
若者向けボリュームプランと、プチ贅沢なお肉セットの 2種類を
ご用意いたしました。

2 人前 5,000円 (税別 ) 丸ごと濃厚だしの
紅ズワイ蟹 テンジャンチゲセット

2 人前 3,000円 (税別 )

地物　天然活ふぐ
ちり鍋セット ３人前 6,000円 (税別 )

コク出汁

鯛のかぶと鍋セット
2 人前 3,000円 (税別 )

あらで採ったコクのある出汁で鯛の兜
とたっぷりの野菜を自家製ポン酢でお
召し上がりください。

地元庄内で獲れた生きた真フグを前日に
捌き、エルサン自家製ポン酢で味わって
いただきます。一緒に獲れた地物のトラ
フグのひれ酒もお楽しみください。

180g / 1 人前 1,000円 (税別 ) 300g /4 人前 2,000円 (税別 ) 約 500g 5 人前 5,000円 (税別 )

1人前×3種 1人前×3種

1,200円 (税別 ) 1,800円 (税別 )

「具の出汁で仕上げた庄内
豚のベーコンと野菜の旨
味たっぷりのクラムチャ
ウダー」、「白カブのすべ
てを使った辰巳芳子直伝
ポタージュ」、「人参の旨
味を凝縮した大人気のポ
タージュ」の人気３セッ
トです。

「10年ぶりに仕込んだフルー
ツの甘みを活かしたホテル
仕込みのビーフカレー」、
「EAST のレッドカレーが復
活！庄内豚の旨味と野菜の
甘み、レッドペッパーの辛
みの効いたカレー」、「鰹節
と昆布の出汁が香る、葱・
舞茸・筍と魚介・野菜がたっ
ぷりなグリーンスープカ
レー」の人気３セットです。

2020 年
10月オープン

スタンダード
国産牛バラ肉 300ｇ（2名盛）/　野菜・豆腐　/　
特製すき焼きタレ　/　卵×2

2 人前 5,500円 (税別 )プチ贅沢
山形牛肩肉 250ｇ（2名盛）　/　野菜・豆腐　/　
特製すき焼きタレ　/　卵×2

地物　加茂産の紅ズワイ蟹を 1 杯丸ごと
ふんだんに使用した、贅沢な蟹味噌濃厚
だしの韓国風辛鍋です。

紅ズワイ蟹 1杯 /野菜・豆腐 /
〆うどん /蟹味噌入スープ

鯛の兜 /野菜（多）・豆腐 /薬味 /　
鯛の出汁 /〆のうどん

真フグ（700 ～ 800ｇ）1尾 /野菜・豆腐
自家製ポン酢 /薬味 /出汁昆布 /ヒレ酒用ヒレ

20
セット
限定

エルサンの
クラムチャウダー

ピノ・コッリーナの
白カブのポタージュ

カフェ&ダイニング
EAST の
人参スープ

蔵屋敷 LUNA監修の
グリーンシーフードスープカレー

エルサンの
ホテル仕込みの王道ビーフカレー

カフェ&ダイニング
EAST の
庄内豚のレッドカレー

エルサングループ各店の大人気メニューがセットで登場 !

※ライスは含まれておりません

鍋
具材をそのままご家庭の鍋に入れるだけの

簡単鍋セットです
地元食材を使った 4種類ご用意しました。

3 日前まで要予約

3日前
まで
要予約



仕出し弁当

オードブル

和食弁当 1個 2,700円(税別 )

タラの千草焼、酢蓮根／鮭の南蛮漬け／彩り野菜／エリ
ンギ、青唐／鶏松風、海老、細巻／ブリ大根、かもじねぎ、
梅人参／サラダチキン／デザート／ちらし寿司

洋食弁当 1個 2,700円(税別 )

ムール貝とナスのパン粉焼き、ブルスケッタ／庄内豚グ
リル香草風味、バルサミコ／モッツァレラチーズとトマ
ト、生ハムのサラダ／キノコのパイ包み／油淋鶏／デ
ザート／パエリア風

オムライス／デミグラスハンバーグ／エ
ビフライ／フライドポテト／ナポリタン
／タルタルソース／いんげん／ミニトマ
ト／にんじん／クレソン

魚と野菜の南蛮漬け／海老と里芋の串／彩り玉子焼き／白身魚の磯辺揚げ／鶏松風／
イクラ、カニ、ポテトサラダ、きゅうり／ローストビーフ、バーベキューソース、サ
ラダ／サーモンと菊のコロッケトマトソース、レモン／木の子のキッシュ／カプレー
ゼ、ミニトマト／ブリ大根照り焼き／白身魚の磯部揚げ／鶏松月／海老のチリソース、
チンゲン菜／油淋鶏、水菜、ナス

魚と野菜の南蛮漬け／海老と里芋の串／彩り玉子焼き／白身魚の磯辺揚げ／鶏松風／
イクラ、カニ、ポテトサラダ、きゅうり／ローストビーフ、バーベキューソース、サ
ラダ／サーモンと菊のコロッケトマトソース、レモン／木の子のキッシュ／カプレー
ゼ、ミニトマト／ブリ大根照り焼き／白身魚の磯部揚げ／鶏松月／海老のチリソース、
チンゲン菜／油淋鶏、水菜、ナス

ごちそうオードブルごちそうオードブル 1個 7,000円(税別 )

お子様弁当
1個 1,200円(税別 )

二段弁当

ドリンクセット

1 セット 5,000 円 (税別 )

赤ワイン (750ml)・白ワイン (750ml)・
ノンアルコールワイン (赤 750ml または白 750ml) の
いずれかからお選びいただけます。
赤ワインと白ワインはおすすめの銘柄をお付けします。

豪華和洋中二段弁当に
お好きなドリンクを一緒に付けた
お得なお弁当セットです

3日前まで要予約

3日前まで要予約
ドリンクが 1 本付いた

お得なセット



3,000円 (税別 )

万年筆 印鑑付ボールペン&
ミニ印鑑セット

サイズ（約 )：直径 1.7× 全長 12.3cm／材質：本体＝
PMMA樹脂、ペン先＝ステンレス／カートリッジ・コンバー
ター（別売）両用式／付属品：カートリッジインク（ブルー）
×2／日本製
ラピスラズリ /黒水晶 /ガーネット 

グランドエル・サンのパティシエが
つくる、人気焼菓子の詰め合わせセッ
トです。

サイズ（約）：ボールペン＝直径1.3×全長13cm／材質：
ABS樹脂、スチール、真ちゅう／インク色＝ブラック、ノッ
ク式／付属品：印面申込ハガキ（切手不要）／日本製 ミニ
印鑑＝サイズ（約）：直径 1.5× 全長 3.8cm／材質：
ABS 樹脂、スチール／付属品：補充インク、印面申込ハ
ガキ（切手不要）／日本製 ※商品到着後、付属の印面申込
ハガキまたはインターネットより印面をお申込みください。

3,000円 (税別 )

名刺入れ

サイズ（約）：7.5×11.5× 厚さ 1cm／素材：牛革（裏
面＝合成皮革）／仕様：名刺入 ×1、オープンポケット ×
2／日本製

2,000円 (税別 )

デジタルアラーム
クロック

ドライフラワー パウンドケーキ 焼菓子詰め合わせ

サイズ（約）：幅 9× 奥行 5× 高さ 9.5cm／材質：ABS
樹脂／温度湿度表示、カレンダー表示、スヌーズ、単 4 乾
電池2個使用（別売）／中国製

2,000円 (税別 )

600円 (税別 )

4,000円 (税別 )

5,000円 (税別 )

1,200円 (税別 ) 1,000円 (税別 )

卒園・卒業記念

A6 フラワーBOX

A４ フラワーメッセージフレームS

A3 フラワーメッセージフレームM

① ② ③ ④

実物のサンプルをご用意しておりま
す。お気軽にお声がけください。
注文数にもよりますが、受注から納品
まで、10日～ 2週間ほどお時間をいた
だきます。

卒園や卒業のお祝いや歓送迎会のお持たせに。
和・洋・中のごちそうが一つになった豪華なお弁当です。

エルサンのお祝い弁当

納品の目安 : 一週間～10日

納品の目安 : 一週間～10日

納品の目安 : 一週間～10日 納品の目安 : 一週間～10日

お祝い弁当

特別な「のし」を
付けてお渡しします

【和】鱒の白桃焼き／ズワイ蟹と青菜のオイル和え／ひょうたん型の
玉子焼筍土佐煮／蕗の信田巻／海老のうま煮／桜麩と青身【洋】庄
内豚のグリルチーズ焼き／紅白テリーヌ／ケーキとフルーツ【中】
白身魚のチリソース／海老の紅白仕立て【食事】変わり寿司（いくら・
揚げ茄子・ねぎトロ・柿大根）

1 人前 3,000円 (税別 )

3日前
まで
要予約

恩師や生徒への記念に

①Green Tea 抹茶　
②Orange オレンジ
③Earl Grey アールグレイ
④Strawberry ストロベリー

各 1本


