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Renewal インペリアルスイートルーム
バスルーム

Imperial Suite Room　　インペリアルスイートルーム　◆ 138㎡ ◆

Executive Suite Room　　エグゼクティブスイートルーム　 ◆ 82㎡ ◆

Crystal Suite Room　　クリスタルスイートルーム　 ◆ 55㎡ ◆

2018年春、ホテルブエナビスタの誇るスイートルーム3室が全面リニューアル。
高級感と開放感が調和する特別な空間。
開業以来、数々の著名人や貴賓をもてなしてきたホテルブエナビスタのスイートルーム。

「ネオモダンクラッシズム」をテーマに、白を基調として高級感と開放感が調和し、明るさと温かみにあふれるお部屋へと生まれ変わりました。
バスルームは今回のリニューアルにより北西のコーナーにレイアウトされ、客室最上階からの北アルプスや街並みの眺望を楽しみながら、
シルキーバスによる優雅で快適なバスタイムをお過ごしいただけます。

最高級のシモンズベッドを導入した 2 つのベッドルーム。
“インペリアル”の名に相応しい豪華さと魅力を兼ね備えたスイートルームです。
ビジネス、観光、ブライダルなど全てのニーズに応えることのできる特別なお部屋です。

82㎡のジュニアスイートルーム。
オーダーメイドによるテーブルとチェア、ゆったり
幅のソファーを完備。収納スペースにも優れて
いるので、 長期間のご宿泊でも安心してご利用
いただけます。また、隣接するコネクティング
ルームを接続し、最大４名様までご利用いただけ
ます。お仲間同士のくつろぎや、ご家族の記念日
など特別な日のご宿泊に最適なお部屋です。

55㎡のビジネスユースを意識
したジュニアスイートルーム。
オーダーメイドによる広 と々した
ワーキングデスクとゆったり幅の
ソファーを完備。ビジネスでの
ご利用はもちろん、くつろぎの
ひとときにも最適なお部屋です。

オーダーメイドによる贅沢なソファーセット、書斎や
ミニキッチンが備えられた広 と々したリビングルーム。

新たな門出を前に語り
尽きない想い出の数々。
今までの感謝の気持ちを
伝えるとともに、新たな
想い出の1ページを紡ぐ
ホテルウエディングなら
ではの素敵な時間を
お過ごしいただけます。
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嬉しい特典いろいろ！

ホテルブエナビスタのご利用が
もっと楽しくなるポイントカードです！

入会金・年会費無料

【お申込み・お問合せ】 ブエナビスタクラブ事務局　【TEL】0263-37-1003
【受付時間】10:00～17:00　※HPからもお申し込みいただけます

ブエナビスタクラブ
新規会員募集中！

レストラン・ショップが趣向を凝らした
メニューをご提案いたします。
それぞれの苺の味を存分にお楽しみください。

松本市出身の前衛芸術家・草間彌生さんの「草間彌生　ALL ABOUT MY LOVE　私の愛のすべて」の
開催を記念して、特別メニューをご提供いたします。松本市美術館で作品を鑑賞された後、

作品をオマージュした料理やドリンクをお楽しみください。

ストロベリーフロマージュ
10:00～20:00│￥450

［1F］ホテルショップ＆ぺストリー 「パセオ」

聖紫花 春のテイクアウト弁当
4月1日（日）～5月31日（木）│11:30～20:30
①￥2,000 ②￥3,000 【前日正午まで要予約】

［1F］中国レストラン 聖紫花
TEL.0263-37-0511

ラ・カフェテラサ
選べるテイクアウトオードブル
全18種類のオードブルの中からお好きなものを
自由に組み合わせてお楽しみいただけます。
～５月31日（木）
①パーティーサイズ（6～7人前） ￥3,200
②ファミリーサイズ（4～5人前） ￥2,400
③レギュラーサイズ（2～3人前） ￥1,800

【要予約】前日まで　
［１F］カフェ＆ダイニング ラ・カフェテラサ
TEL.0263-37-1570

苺大福パン
8:00～20:00│￥180

［1F］ホテルショップ＆
　　 ぺストリー 「パセオ」

ひんやり苺大福
11:30～13:30 L.O./
17:30～20:30 L.O.
￥350

［5F］料亭 深志楼
※月曜日定休
　（祝祭日は営業）

苺とフォアグラのマリアージュ
バルサミコソース
17:30～21:30 L.O. │￥2,300

［14F］フランス料理 ソルプレーサ

全20種類のお料理から
お好みの７品をお選びいただけます。

Party Plan
春のパーティープラン

～5.31thu.

前菜・メイン・食事・デザート等、
それぞれ渾身のメニューを取り揃えました。
お客様のお好みで料理をチョイス！
あなただけの究極のオリジナルコースが
完成いたします！

￥5,500～ 信州オレイン豚

メニューも登場!!

旬の苺で彩った
“若鶏の唐揚げ レモンソース”

11:30～14:00 L.O. / 17:30～21:00 L.O. 
￥1,500│［1F］中国レストラン 聖紫花

苺パン
8:00～20:00│￥250

［1F］ホテルショップ＆ぺストリー 「パセオ」

い ち ご

ストロベリーシャワー
14:00～17:30│￥1,300

［１F］カフェ＆ダイニング 
　　  ラ・カフェテラサ

～ 4.30mon.

春柑橘のヴェリーヌ　￥440
4月1日（日）～4月30日（月・祝）

SAKURA　￥450
～4月30日（月・祝）

カルツォーネ　￥280
4月1日（日）～4月30日（月・祝）

あんぱん　各￥100
①大納言あんぱん
②桜あんぱん
③４色豆の抹茶あんぱん
④梅あんぱん
⑤よもぎあんぱん
● 春あんぱんセット
上記５個のあんぱんが
セットになって￥500
4月1日（日）～4月30日（月・祝）

和～なごみ～　￥440
4月1日（日）～フェア

苺ロワイヤル
17:30～23:30 L.O.
￥1,500

［14F］フランス料理
          ソルプレーサ

①

②
③

④⑤

①

①直径35cm

②

②直径30cm

③直径28cm

苺

YAYOI KUSAMA 

酢豚のドット春巻き 籠添え
11:30～14:00 L.O. / 17:30～21:00 L.O.
￥1,300│［1F］中国レストラン 聖紫花

沢煮風丸ごと蒸し南瓜
11:30～13:30 L.O. / 17:30～20:30 L.O.
￥1,000│［5F］料亭 深志楼

フォアグラのポワレ
南瓜のリゾット添え
17:30～21:30 L.O.│￥1,800

［14F］フランス料理 ソルプレーサ

水玉パスタサラダ
11:30～20:30 L.O.

（日曜日・祝日は20:00まで）
￥1,200

［１F］カフェ＆ダイニング 
　　  ラ・カフェテラサ

カラフルフラワー
17:30～23:30 L.O.
￥1,200

［14F］フランス料理
　　　ソルプレーサ

胡麻団子と
バニラアイスの集合
11:30～14:00 L.O. / 17:30～21:00 L.O.
￥800│［1F］中国レストラン 聖紫花

南瓜クリームパン
10:00～20:30 L.O.

（日曜日・祝日は20:00まで）
￥650│パンセット
コーヒーor紅茶付

［１F］カフェ＆ダイニング 
　　  ラ・カフェテラサ

Fragment ～断片～
10:00～20:30 L.O.

（日曜日・祝日は20:00まで）
￥890│ケーキセット
コーヒーor紅茶付

［１F］カフェ＆ダイニング 
　　  ラ・カフェテラサ

心浮き立つ
春色スイーツ＆ブレッド
心浮き立つ
春色スイーツ＆ブレッド

ホテルショップ＆ぺストリー  「パセオ」

営業時間 8:00～20:00（ケーキの販売10:00～）※ご予約承ります。売り切れ次第終了とさせていただきます。

[ 1F ]　TEL.0263-37-0771

草間彌生 「ALL ABOUT MY LOVE　私の愛のすべて」 
開催記念メニュー ～7.22sun.

１Fロビーで
草間彌生さんの作品

〈命〉を展示中

竹

松

梅

深志楼 特製行楽弁当
〈テイクアウト〉　

～５月31日（木）
受渡時間11:00～20:00
松 ￥3,500
竹 ￥3,000
梅 ￥2,500

［5F］料亭 深志楼
TEL.0263-37-0515
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春の恵みフェア
～4月27日（金）

ランチバイキング　11:30～14:00
大人　￥2,500
プレミアエイジ（65歳以上）　￥2,000
中人（9～12歳）　￥1,500
小人（4～8歳）　￥800
3歳以下　無料
ソフトドリンク飲み放題付

ディナーブッフェ　
17:30～20:30（日曜日・祝日 16:30～20:00）
大人　￥3,500
プレミアエイジ（65歳以上）　￥3,000
中人（9～12歳）　￥2,000
小人（4～8歳）　￥1,000
3歳以下　無料
ソフトドリンク飲み放題付
アルコール飲み放題　￥1,500

レディースナイトアウト　
平日 17:30～20:30
女性4名様以上でディナーブッフェをご利用の場合、
お一人様につき￥3,000となります。
※プレミアエイジ料金・他の割引との併用はできません。

ホリデー『アーリーディナー』ブッフェ　
日曜日・祝日 16:30～18:00
16:30～18:00までにご利用の
12歳以下のお子様は無料に！
※18:00以降のご利用は通常料金を頂戴いたします。

季節のドリンク　各￥720
～4月30日（月・祝）│10:00～20:30

（日曜日・祝日 10:00～20:00）

GWファミリースペシャル
ランチバイキングに「ローストビーフ」
ディナーブッフェに「握りずし」が登場。
12歳以下のお子様には「コインチョコ
レートのつかみ取り」をプレゼント。
4月28日（土）～5月6日（日）まで
左記の基本料金＋500円

カクテルサンデー
毎週日曜日、ディナーブッフェの
アルコール飲み放題に
カクテルが加わります。
バーテンダーの技と共に
お楽しみください。
16:30～20:00

桜風香会席〈全10品〉　￥8,500
4月1日（日）～4月30日（月・祝）│11:30～13:30 L.O. / 17:30～20:30 L.O. 

ひな祭り御膳　￥3,500
～4月3日（火）│11:30～13:30 L.O. / 17:30～20:30 L.O. 

地酒飲み放題付！歓送迎会プラン　￥7,500
～４月30日（月・祝）│11:30～13:30 L.O. / 17:30～20:30 L.O.

春野菜満彩フェア　￥800～
～4月30日（月・祝）│11:30～14:00 L.O. / 17:30～21:00 L.O.

聖紫花自慢の炒飯と炒麺　一色二福セット　
￥1,800│ランチタイム限定
～4月30日（月・祝）│11:30～14:00 L.O.

松本鉄板牛肉黒胡椒浮麺　￥1,400
～4月30日（月・祝）
11:30～14:00 L.O. / 17:30～21:00 L.O.

祝！広東風鯛の姿盛り
￥7,000 
～4月30日（月・祝）
11:30～14:00 L.O. / 
17:30～21:00 L.O.

【３日前までに要予約】

営業時間 [レストラン] 17:30～21:30 L.O. ［バー］ 17:30～23:30 L.O. 
[ 14F ]　TEL.0263-37-0510

信州の春を満喫！春彩コース　￥6,000
4月1日（日）～4月30日（月・祝）│17:30～21:30 L.O. 

春の旬菜
筍ア・ラ・カルトフェア
各￥1,500
①筍としらす、野沢菜の
　クリスピーピザ
②筍とホタルイカ
　春キャベツのスパゲティ
③筍と浅利
　春色ピューレリゾット
4月1日（日）
～4月30日（月・祝）
17:30～21:30 L.O. 

春の筍菜
筍ア・ラ・カルトフェア
各￥1,500
①筍と浅利
　春色ピューレリゾット
②筍としらす、野沢菜の
　クリスピーピザ
③筍とホタルイカ
　春キャベツのスパゲティ
4月1日（日）
～4月30日（月・祝）
17:30～21:30 L.O. 

抹茶パフェ　￥1,300
4月1日（日）～4月30日（月・祝）
17:30～21:30 L.O. 

抹茶アフォガード
￥800
4月1日（日）
～4月30日（月・祝）
17:30～21:30 L.O. 

営業時間 11:30～13:30 L.O. / 17:30～20:30 L.O. ※月曜日定休（祝祭日は営業）

[５F ]　TEL.0263-37-0515

ランチ有嬉有嬉ドリンクプラン
￥1,200
～4月30日（月・祝）
11:30～14:00 L.O. │ランチタイム限定
コース料理をご注文の方限定の
お得なソフトドリンク飲み放題プランです。

テラサチケット
￥25,000│11枚つづり
販売期間 3月1日(木)～4月30日（月・祝）
有効期間 3月1日(木)～７月31日（火）
ラ・カフェテラサのランチバイキング
１回分（￥2,500分）がお得となる
セット券です。
複数人でのご利用もできます。

ひといろふたふく

う き う き

マンスリーカクテル
ピンクグレープフルーツの
ソルティドッグ
￥1,500
4月1日（日）～4月30日（月・祝）
17:30～23:30 L.O. 

スプリング☆テラス～春の歓送迎会プラン～
10名様以上でディナーブッフェをご予約の場合
アルコール飲み放題がついて
通常￥5,000が￥4,500に !!
～4月30日（月・祝）│17:30～20:30

麗らかな風に誘われて
バイキング＆ブッフェを満喫

素材にこだわる広東料理で
春を楽しむ

桜の香り届ける
旬の会席
桜の香り届ける
旬の会席

営業時間 10:00～20:30（日曜日・祝日は20:00まで）
[１F ]　TEL.0263-37-1570

営業時間 11:30～14:00 L.O. / 17:30～21:00 L.O.
[１F ]　TEL.0263-37-0511

多彩な
山海の幸マリアージュ
多彩な
山海の幸マリアージュ

杏子舞
～ANZUMAI～

春待
～HARUMACHI～

①

②

③
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ディナーブッフェ　
17:30～20:30（日曜日・祝日 16:30～20:00）
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〒390 - 0814 長野県松本市本庄 1-2 -1    TEL .0263 -37- 0111　FAX.0263 -37- 0 666　

※表示価格には、税金・サービス料が含まれています。

http: //www.buena-v ista .co .jp/ブエナビスタの最新情報は

2018年２月、数多くのゲストをお迎えしてきたホテルブエナビスタのスイートルームが
生まれ変わりました。
インペリアルスイートルームのバスルームからは北アルプスを望むことができ、スペイン語で

「素晴しい景観」を意味するホテルの名に相応しい眺望をお楽しみいただけます。
リニューアル記念の特別価格でご提供するこのチャンスに、是非お試しください。

スイートルームリニューアルオープン記念
ご宿泊プラン

４月１日（日）～４月30日（月・祝）
クリスタルスイートルーム　　　2名様　￥54,000～
エグゼクティブスイートルーム　2名様　￥54,000～
インペリアルスイートルーム　　2名様　￥108,000～

（ご朝食付、税サ込）

Instagram

選べる特典付プレミアムブライダルフェア

お料理ワンランクUP、スイートルーム宿泊、
ゲスト宿泊5名様分など魅力的な選べる
成約特典付きのゴールデンウィーク限定
フェア。

予約優先｜無料｜4月21日（土）～5月13日（日）
詳細は会場までお気軽にお問い合わせください

GW限定

ファーストステップ相談会

初めての会場見学なら是非このフェアへ！
会場の魅力や準備スケジュールなど、
いちから丁寧に説明いたします。

（ランチorディナー付）
予約優先｜無料｜毎日　
10:00～19:00（お好きな時間をご指定ください）

初めての見学に

JR松本駅から無料シャトルバス２分。徒歩7分の快適なアクセス。

東京方面より
●お車で ・・・中央自動車道 新宿から約2時間30分
●電車で ・・・中央線 特急あずさ約2時間30分

●お車で ・・・中央自動車道 小牧から約2時間30分
●電車で ・・・中央線 特急しなの約2時間30分

名古屋より

まつもと空港からはバスにて約25分で松本バスターミナルにお越しいただけます。
アルピコ交通松本バスターミナル下車後、徒歩5分でホテルブエナビスタに到着いたします。

信州まつもと空港より

長野自動車道・松本I.C.でお降りください。
松本インターより

※ホテルブエナビスタ周辺におきまして
　跨線橋架替工事のため、通行規制がございます。
　現場の交通規制に従い、ご来館いただきます様、
　お願いいたします。

無料シャトルバスは 7:30～20:30 運行中！

●八十二銀行

●井上
　デパート

　記念
●公園

陸橋 ●
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長野

　
●アルピコプラザ
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至 大町・白馬
　 糸魚川
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本庄1丁目

Access

※立体駐車場をご利用の際は入庫及び出庫の経路にご注意いただきますようお願いいたします。
　詳細はHPをご確認いただくか、ホテルまでお問合せください。

● フェアの内容は告知なく変更する場合がございます。● 詳細はブライダルコーディネーターまで。
● ホームページからもご予約いただけます。● 当日のフェア予約も承ります。

ご予約・お問合せ〈ブライダル直通〉　TEL. 0263-37-0333
［電話受付時間］ 平日 10:00～19:00 / 土曜日・日曜日・祝日 9:00～19:00

人気のフォトウエディングプラン

ホテルブエナビスタのチャペルやロビーを
ステージに、お写真でおふたりのストーリーを
紡ぎませんか。

ベーシックプラン　￥64,800
※ドレス＆タキシード各１点・ヘアメイク・スタジオ写真３カット
ベーシックプラン+館内ロケーション撮影　￥97,200
ベーシックプラン+天空ロケーション撮影　￥129,600
※￥21,600の追加で和装に変更できます。
※土日祝は￥16,200の追加となります。
[特典]当日レストランでのお食事を特別ご優待

春におすすめ


