
Option Item

握り寿司 実演握り寿司 実演 握り寿司（45貫／桶）握り寿司（45貫／桶）
通常価格 1,210円／1名様通常価格 1,210円／1名様

1,000円／1名様1,000円／1名様特別
価格

デザートブッフェデザートブッフェ
（コーヒー／紅茶 セルフサービス付）（コーヒー／紅茶 セルフサービス付）
通常価格 1,300円／1名様通常価格 1,300円／1名様

1,200円／1名様1,200円／1名様特別
価格

オプションアイテム ～パーティープラン限定特別価格～

通常価格 12,100円／1桶通常価格 12,100円／1桶

10,000円／1桶10,000円／1桶特別
価格

20名様分より 組数限定20名様分より 組数限定

ローストビーフカッティングサービスローストビーフカッティングサービス
通常価格 1,210円／1名様通常価格 1,210円／1名様

1,000円／1名様1,000円／1名様特別
価格

20名様分より 組数限定

集合写真集合写真
通常価格 1,080円／1枚通常価格 1,080円／1枚

1,000円／1枚1,000円／1枚特別
価格

組数限定

吊看板（600㎜×3600㎜）吊看板（600㎜×3600㎜）
通常価格 32,400円／1枚通常価格 32,400円／1枚

23,760円／1枚23,760円／1枚特別
価格

テーブル装花テーブル装花
通常価格 2,160円／1台通常価格 2,160円／1台

2,000円／1台2,000円／1台特別
価格

20,000円洋食フルコース 20,000円和会席

レコメンドチョイスコース

アミューズ ◆　雲丹のバヴァロアとカブのクリーム　冷製仕立て
オードブル ◆　ハーブオイルでコンフィにしたサーモンのミキュイ　キャロットピューレと合せて
スープ ◆　長芋のポタージュ
ポワソン ◆　手長海老のカダイフ包みと舌平目のポーピエット　ソース・アメリケーヌ
お口直し ◆　カシスのソルベ
ヴィアンド ◆　国産牛フィレ肉の低温ロティ　トリュフ香る赤ワインソース
デセール ◆　キャラメルアマンド　～秋の装い～　◆　パン 2 種　◆　コーヒー

前　菜 ◆　国産牛モモ肉のローストビーフサラダ仕立て
　　　　　　赤ワインの芳香　粒マスタードのヴィネグレット
スープ ◆　鶏と秋野菜の壺蒸し
メイン ◆　お造り　漬け鮪の山掛け
メイン ◆　ソフトシェルクラブの香り姿揚げ
メイン ◆　セサミック牛ステーキと根菜のバターソテー
メイン ◆　サーモンのチリソース炒め
食　事 ◆　豚フィレカツのデミ・MISO・ソース丼
デザート ◆　白露～しらつゆ～　　　

先　附　◆　～炮烙燻製仕立て～　（穴子  鮭  海老  蕪  丸十  椎茸  銀杏）
御　椀　◆　栗擦り流し
御造り   ◆　 戻り鰹たたき
御凌ぎ　◆　焼き穴子握り
焼　物　◆　金目鯛幽庵焼き
煮　物　◆　菊花蕪

強　肴　◆　 牛八幡巻き
揚　物　◆　海老蓑揚げ
食　事　◆　鴨南蛮蕎麦
甘　味　◆　柚子羊羹

このプランだけの特別メニューと特別ドリンク
をご堪能ください。各種演出（テーブルカラー
クロス、テーブル装花、席札、席次表兼
メニュー表、レセプタント）も含まれております。

チョイスコース20品の中から洋・和・中の料理長が選んだ
おすすめコースです。

1F
※レストランの写真はイメージです

5F

2～70名様 
要予約

料亭 深志楼
TEL. 0263 -37-0515

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

〈会席料理〉 全７品
前菜・お造り・焼物・煮物・揚物・お食事・水菓子
〈フリードリンク〉
瓶ビール・燗酒・麦焼酎・ノンアルコールビール・
烏龍茶・オレンジジュース　

有明（ありあけ） 6,500円
〈会席料理〉 全９品
前菜・お造り・焼物・強肴・煮物・揚物・留肴・お食事・水菓子
〈フリードリンク〉
瓶ビール・燗酒・麦焼酎・ワイン（赤/白）・梅酒・ノンアル
コールビール・コーラ・ジンジャーエール・烏龍茶・
オレンジジュース

燕（つばくろ） 8,500円

14F1F

2～30名様 
要予約

ラ・カフェテラサ
TEL. 0263 -37-1570

11:30～14:00 / 17:30～20:30
（日曜日・祝日 16:30～20:00）

ディナーブッフェ　
17:30～20:30（日曜日・祝日 16:30～20:00）
ソフトドリンク飲み放題付
アルコール飲み放題　1,500 円

平日 17:30～20:30
4名様以上のグループでディナーブッフェをご利用の
場合、女性のお客様は500円割引となります。
※プレミアエイジ（65歳以上の割引）・
　他の割引との併用はできません。

レディースナイトアウト　3,800円

2～80名様 
要予約

フランス料理 ソルプレーサ
TEL.0263 -37-0510

17:30～21:30 L.O.

〈コース料理〉 全７品
前菜・スープ・魚料理・肉料理・デザート・パン・コーヒー
〈乾杯酒〉 スパークリングワイン
〈フリードリンク〉
瓶ビール・ワイン（赤/白）・焼酎・ウイスキー・烏龍茶・
オレンジジュース・ジンジャーエール

Magnifique  ～マニフィーク～ 7,000円
〈コース料理〉 全８品
前菜・スープ・魚料理・肉料理・パスタ・デザート・パン・コーヒー
〈乾杯酒〉 スパークリングワイン
〈フリードリンク〉
瓶ビール・ワイン（赤/白）・焼酎・ウイスキー・カクテル
３種・烏龍茶・オレンジジュース・ジンジャーエール

Luxe ～リュクス～ 8,500円

個性溢れる4つのレストラン。寛ぎの空間とお料理で、特別な時間をお過ごしください。レストラン パーティープランのご案内

2～32名様
要予約

中国レストラン 聖紫花
TEL.0263 -37-0511

11:30～14:00 L.O.  / 17:30～20:30 L.O.

〈コース料理〉 全７品 
前菜・炒め物その他（５品）・麺飯類・デザート
〈フリードリンク〉
瓶ビール・焼酎・日本酒・中国果実酒（３種）・烏龍茶・
ジャスミン茶・オレンジジュース・ジンジャーエール・
コーラ

喜鳥（きちょう） 5,500円
〈コース料理〉 全８品 
前菜・炒め物その他（６品）・麺飯類・デザート
〈フリードリンク〉
瓶ビール・焼酎・日本酒・紹興酒・ワイン（赤/白）・
ハイボール・中国果実酒（３種）・烏龍茶・ジャスミン茶・
オレンジジュース・ジンジャーエール・コーラ

皇鳥（こうちょう） 7,000円

Recomend Choice Course

Premium Total  Party Plan

Premium Total  Party Plan

Premium Total  Party Plan

各料理長
（8品） 6,800円

プレミアムトータルパーティープランのドリンクプランは裏面に掲載しています。

プレミアムトータルパーティープラン　●音響・照明費を別途頂戴する場合がございます。　●音響・照明費を別途頂戴する場合がございます。●ドリンクプランは裏面に掲載しています。

チョイスコース

なめこ鰊蕎麦鯛茶漬け 胡麻醤油仕立て

16 食事［和］15  食事［和］

鶏と秋野菜の壺蒸し蟹肉入りコーンスープオマール海老のビスク

6  スープ［和］5  スープ［中］4  スープ［洋］

麻婆ナスと
長野県産コシヒカリの炒飯

豚フィレカツの
デミ・MISO・ソース丼

秋日和
～秋の七種盛り～

海老と秋野菜の胡麻サラダ国産牛モモ肉のローストビーフサラダ仕立て
赤ワインの芳香　粒マスタードのヴィネグレット

前菜３品より１品チョイス 食事４品より１品チョイス

デザート４品より１品チョイスメイン6品より３品チョイス

スープ3品より1品チョイス

14  食事［中］13  食事［洋］3  前菜［和］2  前菜［中］１ 前菜［洋］

ポティロン白露～しらつゆ～秋茄子と塩鯖の揚げ煮お造り 漬け鮪の山掛けサーモンのチリソース炒め

20 デザート19 デザート12 メイン［和］11 メイン［和］10 メイン［中］

ティラミスパフェ季節のフルーツ盛合せ豚肩ロースのフリカッセ
キノコのソテーと焼きチーズリゾット

セサミック牛ステーキと
根菜のバターソテー

ソフトシェルクラブの香り姿揚げ

18 デザート17 デザート9 メイン［中］8 メイン［洋］7 メイン［洋］

6,000円6,000円《基本コース》《基本コース》 ＋追加２品＋追加２品 7,300円7,300円＋追加１品＋追加１品 6,800円6,800円
お好みの前菜 1 品、スープ１品、メイン 3 品、食事１品、デザート１品をお楽しみいただける
プランです。洋・和・中シェフによる旬の味覚の響宴をお楽しみください！


