






　北村公園でテニスを楽しんだ涼子さ

んと美里さん。ふと向かい側のグランド

ホクヨウに目がとまります。「そういえ

ば、予約なしでもランチが食べられるっ

て聞いたよ。今から行ってみない？」 

　玄関前にはフェアの案内。本日は中

国料理の日。早速、バーカウンターのあ

る落ち着いた雰囲気の「エクレシア」へ。

お客様に喜んでいただけるパーティを･･･ 
　各種パーティの企画や営業を

担当して1年半。この仕事を通じ

て、たくさんの出会いがあり大変

勉強になります。最近は自分なり

のご提案ができるようになって

きました。お客様のニーズにでき

る限りお応え出来るよう心がけ

ています。 

　一年を通して、グランドホクヨウのお料理を味わっ

ていただけるよう、グルメイベントを企画しています。

「春の紗紅蘭会席」「夏のビアパーク」「冬のクリス

マスディナー」「冬味百彩」など、季節感たっぷりの

お料理です。ぜひお気軽にお越しください。 

グランドホクヨウ編 スタッフ 

四季折々のお料理 

安部 達也 
■グランドホクヨウ米沢 
　パーティアドバイザー 

　衣裳合わせや当日の着付けと

メイクを担当しています。お客様

とコミュニケーションを取り、細

かい点までご希望通りに仕上が

るよう心がけています。顔を憶え

ていただき、挙式後にお礼のお

手紙をいただいた時は感激しま

した！ 

梅津 りえ 
■グランドホクヨウ米沢 
　雅装苑メイクアップアーティスト 

　結婚式の申込受付と打合せが

主な仕事で、5年目になります。

お客様によって価値観や考え方、

ゲストやご家族に対する想いが

違いますので、よくお話を聞くよ

うにしています。色々な方と出会

える仕事ですので勉強になりま

すね。 

大木 博司 
■グランドホクヨウ米沢 
　ウェディングプランナー 

　東京で写真の勉強をしてから

入社。１年半になります。結婚式

の前撮りの撮影と、その後の写

真処理を担当しています。お客様

にとって撮影の時間も楽しい思

い出になるよう、雰囲気作りに力

を入れています。 

阿部 圭一郎 
■グランドホクヨウ米沢 
　写真室 

　披露宴やパーティでお料理と

ドリンクのサービス、新郎新婦様

のご誘導、会場責任者としての仕

事をしています。披露宴で、ある

新郎新婦様と仲良くなり、その後

も時々お子様を連れて来てくだ

さるのがとても嬉しいですね。 

新井 武志 
■グランドホクヨウ米沢 
料飲サービス 

私の僕の 

イチオシ♡ア
イテム 

スタッフ
がご紹介

 

オススメの 

一生の記念に残る２人らしい写真を･･･ 

　新郎新婦それぞれ、思い入れがある品物や職場

の制服などをお持ちいただいて、決まりきったポー

ズだけでなく、お２人らしい写真を残していただくよ

う、オススメしています。お人柄が表れるような、楽

しくて温かい写真になれば、一生の思い出になると

思います。 

オリジナルフォト オススメの 

お客様ならではのオリジナルプランを･･･ 

　照明を落とした空間がオススメです。ほの暗いと

開放的になり、さらにキャンドルの揺れはリラックス

効果があるようです。ぜひ参考にしてみてください。

また、映画のエンドロールのように、披露宴の写真

を会場で映す演出も、ご好評をいただいています。 

会場コーディネート オススメの 

お客様の立場に立ったサービスを･･･ 

　パーティ会場のバーカウンターでは、シーズン毎

に変わるオリジナルカクテルをご用意していますの

で、ぜひ味わってみてください。どんなリキュールが

使われているのかも説明しておりますので、安心し

て美味しいカクテルをお楽しみいただけます。 

オリジナルカクテル オススメの 

個性を生かした素敵なヘアメイクを･･･ 

　ホクヨウがプロデューズしたドレス「リュイール」

をオススメします。当チャペルに合わせた裾の長さ

など、完全オリジナルデザインですので、一生に一

度の輝かしい結婚式を演出できると思います。衣裳

合わせの際は、ぜひ試着してみてくださいね。 

オリジナルドレス オススメの 

1 

　創意工夫を凝らした料理に、お客さ

まの笑顔がこぼれると嬉しいですね。

旬にも「はしり」「旬」「なごり」があり、

同じ食材でも時期によって味が違って

くるので、季節の変わり目を感じてい

ただけるよう工夫しています。また山

形の食材だけでなく、京都など他所

の素材も取り入れたメニューでお楽し

みいただいております。普段から自然

に触れたり、美術館に行くなど、美し

いと感じる心を忘れないようにしたい

ですね。 

ひ　す　い

Let’s try cooking!! 料理長のおいしいメモ 

伊 藤　由 美 

グランドホクヨウ 
日本料理　料理長 

ナスを半分に切り、1～ 
2mmの薄切りにする。 2 ナスはアクがでるので、 

別のボウルに入れ、冷 
水にさらす。 

3 ししとうは縦半分に切っ 
て種を取り、薄切りに 
する。 

4 きゅうりは真ん中の種 
を取り除き、2～3mm 
のさいのめ切りにする。 

5 みょうが、大葉も薄切り 
にし、ししとうときゅう 
りと一緒に冷水にさらす。 

6 サラダ油を火にかけ、 
水を切ったナスを炒め 
る。 

7 ナスに火が通ったら、 
他の野菜も鍋に入れ、 
一緒に炒める。 

8 味噌2：砂糖1+みりん小さ 
じ1の割合で合わせ味噌を 
作り、鍋に入れ炒める。 

9 あれば、もろ味噌（今 
回は京都の金山寺味噌） 
を入れて炒める。 

10 杉板に炒めた野菜を盛 
り付ける。 11 グリル（オーブントース 

ターなどでも可）で、表 
面に焦げ目がつくまで焼く。 

12 焼き上がったら、夏野 
菜のみそ焼きの出来上 
がり！ 

番 
外 

煮びたし用のナスを上手 
に作るコツは、ヘタの周 
りに切れ目をいれること。 

番 
外 

竹串をさし揚げて、氷水にさ 
らし皮をむき、干貝柱を入れ、 
だし汁に浸して冷やす。 

POINT
 

P O I N
T  

ナス・きゅうり・わけぎ 
ししとう・みょうが・大葉 
サラダ油・味噌・砂糖 
みりん・もろ味噌 
杉板・笹かまぼこの板など 
干貝柱・だし汁…適宜 
盛りつけに 
　………きゅうり・赤ピーマンなど 

　　適宜 
 
適宜 

材 料 

グランドホクヨウの味を 
いっただきま～す！ 

ーしあわせランチフェアー 

会場：グランドホクヨウ米沢3F エクレシア 

日にち 

※メニューは４種類よりお選びいただけます。 
※ドリンク付 

7/ 27 金 5 木 18 水 10 火 
時　間 11：00～14：30 

7月は… 

金　額 1500円（お一人様） 

テ
ニ
ス
で
汗
を
流
し
て 

お
腹
ペ
コ
ペ
コ
の
お
二
人
。 

さ
て…

 

会場はカフェレストラン風の 「エクレシア」。 
ちょっとゴージャスな気分。 

デザートまでペロリ 

満腹・満足！ 

今度はガーデンで食べ
ようよ♥ こんなに たべれる？ ゼンゼンOK！ いただきまーす 

おなかすい
たね。 

グランドホ
クヨウの 

ランチはど
う？ 

本日のメニュー 

高い天井とシャンデリアがゴージャス

感いっぱい。メニューは4種類からチョ

イスでき、ホクヨウ自慢の本物の味が楽

しめます。デザート・ドリンク付きで、ち

ょっと贅沢なお昼ごはん！ 

　ラフな格好で立ち寄っても、気軽にラ

ンチが味わえて、とっても幸せな２人で

した！ 

夏野菜のみそ焼きと 
　翡翠ナスの煮びたし 

焼きあがった味噌は、ご飯や生野 

菜につけて。また、焼かずにその 

まま冷やして食べるのもオススメ。 
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