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SHOP&PASTRY
ホテルオリジナルのプライベートブランドから
信州・松本のお土産まで
ホテルショップ＆ペストリー「パセオ」
エントランスフロアのマントルピースがショップの目印。
ブーランジェが毎朝焼き上げるパンや、パティシエが仕上げたケーキの他、
信州各地の人気のお土産物を取り扱っているホテルショップ＆ペストリー「パセオ」。
プライベートブランド商品も数多く取り揃え、地元の方はもちろん、多くの宿泊ゲストからも愛されています。

パティシエの弛まぬ努力によりホテル創業当初より変わらぬ
味で多くのファンを魅了し続ける「ショートケーキ」や感性
溢れる季節のブレッドなどを気軽に親しんでいただける
商品を取り揃え、充実したホテルライフのサポートをいたし
ます。プライベートブランドのワインやミネラルウォーター、
コインチョコレートなどホテルブエナビスタでしか手に入れる
ことのできない商品も多数ご用意しております。

信州大学
教育学部卒業

ナカザワ　アキハ

中澤 光葉
（長野県長野市出身）

学校法人未来学舎 MIT 専門学校未来ビジネスカレッジ
パティシエ・ブーランジェ学科卒業

イワイ　 セリナ

岩井 芹奈
（長野県東筑摩郡山形村出身）

長野県穂高商業高等学校
商業科卒業

フカイシ　ミヅキ

深石 海月
（長野県安曇野市出身）

長野県大町岳陽高等学校
普通科卒業

スズキ　フウカ

鈴木 風花
（長野県北安曇郡白馬村出身）

長野県南安曇農業高等学校
グリーンサイエンス科卒業

カラサワ　  ミヤビ

唐澤　 雅
（長野県安曇野市出身）

学校法人外語学園 松本第一高等学校
食物科卒業

シラヤマ　スズカ

白山 涼香
（長野県松本市出身）

長野県塩尻志学館高等学校
総合学科卒業

イイノ      ガク

飯野　 岳
（長野県松本市出身）

松本大学松商短期大学部
経営情報学科卒業

エンドウ　アヤノ

遠藤 綾乃
（長野県松本市出身）

松本大学松商短期大学部
経営情報学科卒業

  ヨシダ　  ミナ

吉田 美奈
（長野県松本市出身）

ホテルブエナビスタに、
フレッシュな笑顔と期待を胸にした
新入社員９名が入社いたしました。
お見掛けいただいた際は、是非優しい
お声をお掛けくださいますよう
お願い申し上げます。

2018年度入社

新入社員紹介

1F

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］ホテルショップ＆ぺストリー「パセオ」　TEL.0263-37-0771

キャラメルとココナッツのサンマルク風　￥430
6月1日（金）～6月30日（土）

①とろけるデニッシュ
￥200
6月1日（金）～6月30日（土）
②クリームパン
￥220
5月1日（火）～
③アスパラとコーンのリュスティック
￥200
6月1日（金）～6月30日（土）
④アスパラとベーコンのクロワッサン
￥250
5月1日（火）～

①

②
④

③

食感に心ときめく
出来立てのスイーツ＆ブレッド

グロゼイユ　￥430
5月1日（火）～5月31日（木）

グリオッティ　￥460
6月1日（金）～6月30日（土）
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Event

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からもお申込みいただけます

ブエナビスタクラブ
新規会員募集中！

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。

聖紫花 春のテイクアウト弁当
～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

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。

春のパーティープラン

～

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！

￥ ～ 信州オレイン豚

メニューも登場!!

①

①直径35cm

②

③直径28cm

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

こどもの日ロール
5月1日（火）～5月5日（土・祝）
10：00～20：00│￥1,800
 [1F]ホテルショップ＆ぺストリー「パセオ」

母の日ケーキ
父の日ケーキ
①母の日ケーキ
5月6日（日）～5月13日（日）
10:00～20:00│￥430
②父の日ケーキ
6月10日（日）～6月17日（日）
10:00～20:00│￥460 
[1F]ホテルショップ＆
　   ぺストリー 「パセオ」

沢煮風丸ごと蒸し南瓜
11:30～13:30 L.O. / 17:30～20:30 L.O.
※月曜日定休（祝祭日は営業）
￥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

:00 L.O.
聖紫花聖紫花

南瓜南瓜
:30 L.O.

フォアグラのポワレ
南瓜のリゾット添え

水玉
11:3
（日曜日

フォアグラのポワレ

特別メニューをご提供いたします

酢豚のドット春巻き 籠添ええ
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￥1,300│［1F］中国レストラン 聖紫花

沢煮沢煮風丸風丸風丸ごとごとごと蒸し蒸し蒸し南瓜南瓜

聖紫花聖紫花

南瓜南瓜

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

水玉パスタサラダ カラ水玉

「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

深志楼 特製行楽弁当
〈テイクアウト〉　
～５月31日（木）
※月曜日定休（祝祭日は営業）
受渡時間11:00～20:00
松 ￥3,500 信州牛のすき煮入り
竹 ￥3,000 信州白馬豚のすき煮入り
梅 ￥2,500 信州福味鶏のすき煮入り
［5F］料亭 深志楼
TEL.0263-37-0515

こどもの日ケーキ
5月1日（火）～5月5日（土・祝）
10：00～20：00│￥460
 [1F]ホテルショップ＆ぺストリー「パセオ」

端午の節句御膳
5月1日（火）～5月31日（木）│11:30～13:30 L.O. / 17:30～20:30 L.O.
※月曜日定休（祝祭日は営業）│￥3,500 ［5F］料亭 深志楼

Happy Mother's day  母の日ディナー
Happy Father's day  父の日ディナー
母の日ディナー 5月1日（火）～5月31日（木）│カーネーションorスパークリングワイン付
父の日ディナー 6月1日（金）～6月30日（土）│赤ワインor3号ショートケーキ付
17:30～21:30 L.O.│￥6,500 【要予約】 ［14F］フランス料理 ソルプレーサ

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

②直径30cm

① ② 竹

松

梅

子供　￥1,500
※子供は12歳以下 
大人　￥3,500

上野シェフによる
お家で簡単！ホテル中国料理教室
今回のメニューは「搾菜と豚肉の炒め」、「蟹肉入り野菜と玉子のスープ」。
聖紫花人気の味をご家庭でも！
6月14日（木） 【要予約】
  10:15　受付
  10:30　料理教室
  11:30　食事
  14:00　終了

￥3,000（ランチコース付）
［1F］中国レストラン 聖紫花
TEL.0263-37-0511

グラスガーデンを作ろう
かわいらしいグラスガーデンを作って、ママにプレゼント！
終わった後はみんなで一緒にブッフェを楽しもう！
５月13日（日） 【要予約】
  15:15　受付
  15:30　講習
  16:30　ディナー
  18:00　終了

［１F］カフェ＆ダイニング ラ・カフェテラサ
TEL.0263-37-1570

親子で作るくるくるクレープ
中国風デザートクレープを作ろう！
ランチ付。
５月27日（日） 【要予約】
  10:30　受付
  10:45　講習
  11:45　食事
  13:00　終了

子供 ￥1,500
※子供は4～12歳まで
大人 ￥2,500
※エプロン持参

［1F］中国レストラン 聖紫花
TEL.0263-37-0511
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11:30～14:00 L.O. / 17:30～21:00 L.O.
￥800│［1F］中国レストラン 聖紫花

草
間
彌
生 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

 ～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

「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

深志楼 特製行楽弁当
〈テイクアウト〉　
～５月31日（木）
※月曜日定休（祝祭日は営業）
受渡時間11:00～20:00
松 ￥3,500 信州牛のすき煮入り
竹 ￥3,000 信州白馬豚のすき煮入り
梅 ￥2,500 信州福味鶏のすき煮入り
［5F］料亭 深志楼
TEL.0263-37-0515

こどもの日ケーキ
5月1日（火）～5月5日（土・祝）
10：00～20：00│￥460
 [1F]ホテルショップ＆ぺストリー「パセオ」

端午の節句御膳
5月1日（火）～5月31日（木）│11:30～13:30 L.O. / 17:30～20:30 L.O.
※月曜日定休（祝祭日は営業）│￥3,500 ［5F］料亭 深志楼

母の日ディナー
父の日ディナー

母の日ディナー 5月1日（火）～5月31日（木）│カーネーションorスパークリングワイン付
父の日ディナー 6月1日（金）～6月30日（土）│赤ワインor3号ショートケーキ付
17:30～21:30 L.O.│￥6,500 【要予約】 ［14F］フランス料理 ソルプレーサ

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.0263-37-1570TEL.

②直径30cm

① ②

0263-37-0511

弁当

き煮入りき煮入り
き煮入りき煮入り
き煮入りき煮入り
き煮入りき煮入り

竹

松

梅

子供　￥1,500
※子供は12歳以下 
大人　￥3,500

上野シェフによる
お家で簡単！ホテル中国料理教室
今回のメニューは「搾菜と豚肉の炒め」、「蟹肉入り野菜と玉子のスープ」。
聖紫花人気の味をご家庭でも！
6月14日（木） 【要予約】
  10:15　受付
  10:30　料理教室
  11:30　食事
  14:00　終了

￥3,000（ランチコース付）
［1F］中国レストラン 聖紫花
TEL.0263-37-0511

グラスガーデンを作ろう
かわいらしいグラスガーデンを作って、ママにプレゼント！
終わった後はみんなで一緒にブッフェを楽しもう！
５月13日（日） 【要予約】
  15:15　受付
  15:30　講習
  16:30　ディナー
  18:00　終了

［１F］カフェ＆ダイニング ラ・カフェテラサ
TEL.0263-37-1570

親子で作るくるくるクレープ
中国風デザートクレープを作ろう！
ランチ付。
５月27日（日） 【要予約】
  10:30　受付
  10:45　講習
  11:45　食事
  13:00　終了

子供 ￥1,500
※子供は4～12歳まで
大人 ￥2,500
※エプロン持参

［1F］中国レストラン 聖紫花
TEL.0263-37-0511



アジアンフェア
～６月30日（土）

トロピカルダージリンティー
（アイス・ホット）
各￥720
５月１日（火）～６月30日（土）
10:00～20:30
（日曜日・祝日 10:00～20:00）

おしゃべり★テラス
女性・平日限定
～６月30日（土）
15:00～20:00 
【２名様より要予約】
￥2,000
５時間飲み放題プラン
１プレート＋ケーキ付

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。

葵会席〈全10品〉　￥8,500
5月1日（火）～6月30日（土）│11:30～13:30 L.O. / 17:30～20:30 L.O.

信濃御膳～ヘルシー弁当～
5月1日（火）～6月30日（土）│￥2,700│11:30～13:30 L.O.

本格広東料理 海鮮コース　￥7,500│5月1日（火）～6月30日（土）│17:30～20:30 L.O.│２名様より承ります

香菜フェア
￥500～
5月1日（火）～6月30日（土）
11:30～14:00 L.O. / 
17:30～21:00 L.O.

パクチー

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

フレッシュピーチの
ファジーネーブル
￥1,500
5月1日（火）～5月31日（木）
17:30～23:30 L.O.

ストロベリースイーツブッフェ　￥3,000
5月3日（木・祝）～5月6日（日）│12:00～14:00 L.O.

初夏のア・ラ・カルト（3種）　各￥1,500
①カツオのマリネ　②アオリイカとカラスミのスパゲティ　③鯵とアスパラのトマトリゾット
5月1日（火）～6月30日（土）│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

五感で楽しむ
バイキング＆ブッフェ

彩り溢れる食材を
中国料理で

和の神髄を心ゆくまで
板長渾身の料理の数々
和の神髄を心ゆくまで
板長渾身の料理の数々

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

若きシェフが奏でる
旬の食材のマリアージュ
若きシェフが奏でる
旬の食材のマリアージュ

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）
左記の基本料金＋500円

満福フリーオーダーバイキング
6月3日（日）・10日（日）・17日（日）・24日（日）
17:30～20:30 L.O.【要予約 １日10組限定】
お一人様　￥4,800
シニア（65歳以上）　￥3,800
9～12歳　￥1,800
4～8歳　￥1,000
3歳以下　無料　

特別メニュー

特別メニュー

香菜と蝦夷鮑の炒め　￥1,400
※食べ放題には含まれません

香菜と蝦夷鮑の炒め　￥1,400

営業時間営業時間 11:
[１F ]　TEL.0263-37-0511

 11:30～14:00 L.O. / 17:30～21:00 L.O.L.O.

香菜と蝦夷鮑の炒め　￥1,400

冷麺
5月7日（月）～8月31日（金）
11:30～14:00 L.O. / 
17:30～21:00 L.O.

海鮮入り冷麺
￥1,500

ジャージャー麺
￥1,200

五目入り冷麺
￥1,300

鮪、寿司、天婦羅、ローストビーフ
メイン4品食べ放題
5月29日（火）・30日（水）【要予約】
［昼席］12:00～13:30（11:30受付）
※最大90分
男性　￥4,000
女性　￥3,500
９～12歳　￥2,000
４～８歳　￥1,000
３歳以下無料
［夜席］18:30～21:00（18:00受付）
男性　￥5,000
女性　￥4,000
９～12歳　￥2,000
４～８歳　￥1,000
３歳以下無料
アルコール飲み放題　￥1,500

①

②

③

杏のフローズンカクテル
￥1,500
6月1日（金）～6月30日（土）
17:30～23:30 L.O.



アジアンフェア
～６月30日（土）

トロピカルダージリンティー
（アイス・ホット）
各￥720
５月１日（火）～６月30日（土）
10:00～20:30
（日曜日・祝日 10:00～20:00）

おしゃべり★テラス
女性・平日限定
～６月30日（土）
15:00～20:00 
【２名様より要予約】
￥2,000
５時間飲み放題プラン
１プレート＋ケーキ付

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。

葵会席〈全10品〉　￥8,500
5月1日（火）～6月30日（土）│11:30～13:30 L.O. / 17:30～20:30 L.O.

信濃御膳～ヘルシー弁当～
5月1日（火）～6月30日（土）│￥2,700│11:30～13:30 L.O.

本格広東料理 海鮮コース　￥7,500│5月1日（火）～6月30日（土）│17:30～20:30 L.O.│２名様より承ります

香菜フェア
￥500～
5月1日（火）～6月30日（土）
11:30～14:00 L.O. / 
17:30～21:00 L.O.

パクチー

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

フレッシュピーチの
ファジーネーブル
￥1,500
5月1日（火）～5月31日（木）
17:30～23:30 L.O.

ストロベリースイーツブッフェ　￥3,000
5月3日（木・祝）～5月6日（日）│12:00～14:00 L.O.

初夏のア・ラ・カルト（3種）　各￥1,500
①カツオのマリネ　②アオリイカとカラスミのスパゲティ　③鯵とアスパラのトマトリゾット
5月1日（火）～6月30日（土）│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

五感で楽しむ
バイキング＆ブッフェ

彩り溢れる食材を
中国料理で

和の神髄を心ゆくまで
板長渾身の料理の数々
和の神髄を心ゆくまで
板長渾身の料理の数々

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

若きシェフが奏でる
旬の食材のマリアージュ
若きシェフが奏でる
旬の食材のマリアージュ

日（木）日（木）

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）
左記の基本料金＋500円

満福フリーオーダーバイキング
6月3日（日）・10日（日）・17日（日）・24日（日）
17:30～20:30 L.O.【要予約 １日10組限定】
お一人様　￥4,800
シニア（65歳以上）　￥3,800
9～12歳　￥1,800
4～8歳　￥1,000
3歳以下　無料　

特別メニュー

特別メニュー

香菜と蝦夷鮑の炒め　￥1,400
※食べ放題には含まれません

冷麺
5月7日（月）～8月31日（金）
11:30～14:00 L.O. / 
17:30～21:00 L.O.

海鮮入り冷麺
￥1,500

ジャージャー麺
￥1,200

五目入り冷麺
￥1,300

鮪、寿司、天婦羅、ローストビーフ
メイン4品食べ放題
5月29日（火）・30日（水）【要予約】
［昼席］12:00～13:30（11:30受付）
※最大90分
男性　￥4,000
女性　￥3,500
９～12歳　￥2,000
４～８歳　￥1,000
３歳以下無料
［夜席］18:30～21:00（18:00受付）
男性　￥5,000
女性　￥4,000
９～12歳　￥2,000
４～８歳　￥1,000
３歳以下無料
アルコール飲み放題　￥1,500

①

②

③

杏のフローズンカクテル
￥1,500
6月1日（金）～6月30日（土）
17:30～23:30 L.O.

杏のフローズンカ
￥1,5￥1,500
6月1日（金）～（金）～
17:317:30～23:30 :30 



〒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

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28日（土）～5月13日（日）
10:00～／12:00～／15:00～

GW限定

人気の秋ウエディング新プラン相談会

大人気シーズンの秋ウエディングに魅力的な
新プランが登場。おふたりにとっての理想の
ホテルウエディングをご提案いたします。
（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）

10月・11月希
望の方必見

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 ●
FM
長野

　
●アルピコプラザ

　
●アルピコプラザホテル

松本●
信金

あがたの森通り
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至 長野
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り
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本
駅

P ホテル
立体駐車場

至 新島 ・々上高地
　 乗鞍

N

松本駅前

●
エースイン松本

至 大町・白馬
　 糸魚川

〈370 台〉

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

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

スタッフ一
押し

登山・トレッキングへ行かれる方にお勧めの宿泊プランをご用意いたします。　　
下山後の疲れた身体を癒すマッサージと入浴剤をお付けしたプランです。　　　　
明日への活力を養い、ゆっくりとお過ごしください。

山シーズン到来！

体を癒すマッサージ＆入浴剤付ご宿泊プラン

【マッサージ】
40分コース×1回
19:00～翌1:00（事前予約制）

5月１日（火）～５月31日（木）
禁煙プレミアツイン　　
（ご朝食付）
2名様1室　￥21,400～

ヨーロッパ一流ホテル仕様のぜいたくなラグジュアリーサイズの枕をご用意いた
します。頭と首だけでなく肩まで乗せることができ、横幅も広いので寝返りをうっても
頭が枕からはずれることがありません。エグゼクティブラウンジでゆったり過ごされた
後は、「ピローグランデ」が良質な睡眠をサポートいたします。

心地よい睡眠をお手伝い☆

マニフレックス「ピローグランデ」お試しご宿泊プラン

６月１日（金）～６月30日（土）
禁煙エグゼクティブツイン
（ご朝食付）
2名様1室　￥24,000～


