
※写真はレイアウトイメージです

●表記の料金は全て税金・サービス料が含まれております。●宴会場のご利用は２時間となります。時間延長の場合は、別途料
金を頂戴いたします。●［パーティープラン取消料］ご利用の９日前より前日まで／プラン料金×ご予約人数の50％　ご利用日
当日／プラン料金×ご予約人数の100％

フルートプラン

・瓶ビール　・サワー5種（レモンライム／グレープフルーツ／ジンジャー／ピーチ／あんず）　・ハイボール　・麦焼酎　・日本酒（生酒）

［ソフトドリンク 下記より3種チョイス］
・烏龍茶　・ジャスミン茶　・プーアール茶　・マテ茶　・ルイボスティー　・オレンジジュース　・グレープフルーツジュース　
・マンゴージュース　・パイナップルジュース　・アップルジュース　・クランベリージュース　・ジンジャーエール　・コーラ　・ペリエ

ブエナビスタプラン 1,800円［お一人様］The Buena Vista Plan

2PLUS ブエナビスタプランに加え、下記のメニューより２種チョイス

・スパークリングワイン　・ワイン（赤／白）　・芋焼酎　・日本酒（燗）　・シードル　・カクテル3種　
・ノンアルコールビール　・ノンアルコールカクテル3種　
・信州産100％ジュース2種（モモ／アップル）　・信州産ブドウジュース2種（ナイアガラ／コンコード）

・プレミアムビール（樽生／瓶）
・フルーツカクテル　リキュール下記より5種チョイス
 （グレープフルーツ／ピーチ／パイナップル／ライチ／オレンジ／カシス／洋梨／フランボワーズ／アプリコット／グリーンアップル）
・サワー5種（レモンライム／グレープフルーツ／ジンジャー／ピーチ／あんず）　・ハイボール　・スパークリングワイン
・焼酎（麦／芋）　・日本酒（純米酒／燗）　・信州産ワイン（赤／白）
・ノンアルコールビール　・ノンアルコールカクテル3種　・烏龍茶　・オレンジジュース　・グレープフルーツジュース
・マンゴージュース　・パイナップルジュース　・信州産100％ジュース3種（モモ／アップル／コンコード）

2,000円［お一人様］

2,500円［お一人様］FRUTO  PLAN

ドリンクプラン

ホテルブエナビスタ  宴会場

ブエナビスタクラブ 
BUSINESS PLUS

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　※HPからもお申込みいただけます 
　　　　　　　　　　TEL. 0263-37-1003　 〈受付時間〉10:00～17:00

●ご利用金額100円ごとに5ポイント加算！
●1,000ポイント以上に達した日から1ポイント1円としてご利用いただけます！
●1,000ポイント以上貯まったポイントを素敵な賞品やサービスにも交換できます。

会議やご宴会にお得な法人様向けカード

―ビジネスプラス―
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松本駅～ホテル間の無料送迎バスを
7：30～20：30まで
毎日運行いたしております。

別途料
ご利用日

TEL. 0263 37 1003　〈受付時間〉10:00

お城口
（東口）

JR松本駅

松本駅～ホテル間の無料送迎バスを
7：30～20：30まで
毎日運行いたしております。

松本駅～ホテル間の無料送迎バスを
7：30～20：30まで
毎日運行いたしております。

周回バスのご案内

チョイスコースにあわせてお選びいただけるドリンクプランを各種ご用意いたしました

http://www.buena-vista .co . jp/

TEL.0263-37-0888
FAX.0263 -37- 0776
◎電話受付時間 9:00～19:00　◎宴会予約直通

ご予約・お問合せ

〒390-0814 長野県松本市本庄 1-2-1　
TEL.0263-37-0111　FAX.0263-37-0666

6.1Fri. 8.31Fri.2018. 
10名様より承ります

2F バンケット 
レガロ

3F バンケット
グランデ

1F バンケット 
フローレス

屋外型施設 
ザ・ガーデン

2F バンケット 
メディアーノ

564㎡ （２分割可） 
収容人数 100～250人

1,062㎡ （３分割可） 
収容人数 100～450人

150㎡ （３分割可） 
収容人数 20～60人

121㎡  
収容人数 20～50人

142㎡ 
収容人数 20～50人

華やかなカーペット・音響
照明などの充実した県下
最大級のバンケット。多彩な
レイアウトでご利用いた
だけます。

少人数でのパーティーや
セミナーなどに。

小規模なパーティーや
結婚式の二次会に。

開放感溢れる屋外型会場。
様々なご用途に便利。

会議・懇親会など様々な
用途でご利用いただける
564㎡の会場です。

2018
SUMMER

夏のパーティープランご利用のお客様全組下記より１つプレゼント

無料送迎バス（15名様以上、台数限定）  　　　　 乾杯酒（スパークリングワイン）　　　    ドリンクアイテム２種追加無料

・瓶ビール　・サワー5種（レモンライム／グレープフルーツ／ジンジャー／ピーチ／あんず）　・ハイボ

［ソフトドリンク 下記より3種チョイス］

ブエナビスタプラン 1,80［お一人様］TheBuenaVistaPlan

ドリンクプラン

チョイスコースにあわせてお選びいただけるドリンクプランを各種ご用意いたしました

収容人数 100～450人

150㎡ （３分割可） 
収容人数 20～60人

2F バンケット
レガロ

150㎡（３分割可）

少人数でのパーティーや
セミナーなどに。

ホテルブエナビス

華やかなカーペット・音響
照明などの充実した県下

3F バンケット
グランデ

121㎡ 
収容人数 20～50人

1F バンケット
フローレス

121㎡

小規模なパーティーや
結婚式の二次会に。

屋外型施設 
ザ・ガーデン

人

142㎡ 
収容人数 20～50人

開放感溢れる屋外型会場。
様々なご用途に便利。

会議・懇親会など様々な
用途でご利用いただける

2F バンケット
メディアーノ

2018
SUMMER

ホテルブエナビスタ
       夏のパーティープラン 

ローアルコールへ変更可 ビジネスプラス会員特典1ランクアップと併用可

OPTION ITEM

グリドルサービス
お客様の目の前で食材を焼き上げる
グリドルサービスで、より華やかな
パーティーの演出に。
▶詳しくは中面をご覧ください。



OPTION ITEM 

チョイスコース

全　    種類のお料理からお好みの     品を
自由に組み合わせて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！

20 7 　●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。

5,500円5,500円《基本コース》《基本コース》 ＋追加２品＋追加２品 6,800円6,800円＋追加１品＋追加１品 6,200円6,200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

●ドリンクプランは裏面に掲載しています。

※イメージ

● 20名様分より
● 組数限定

握り寿司 実演
通常価格 1,188円／1名様通常価格 1,188円／1名様

1,000円／1名様1,000円／1名様特別
価格

通常価格 1,188円／1名様通常価格 1,188円／1名様

● 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

1,000円／1名様1,000円／1名様特別
価格

● 20名様分より

デザートブッフェ
通常価格 1,200円／1名様通常価格 1,200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

グリドルサービス
通常価格 1,188円／1名様通常価格 1,188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

天婦羅 実演
通常価格 1,188円／1名様通常価格 1,188円／1名様

1,000円／1名様1,000円／1名様特別
価格

パーティープランをご利用のお客様限定のオプションアイテム。
特別価格でご提供いたします。

レストラン パーティープランのご
1F 1F

ジ

5F 14F

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・祝 16:30～20:00）

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.

2～60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. 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.

※月曜日定休・祝祭日は営業しております。

※レストランの写真はイメージです

〈コース料理〉 全８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

喜鳥（きちょう） 5,000円
〈コース料理〉 全９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

皇鳥（こうちょう） 6,500円
〈会席料理〉 全７品
先付・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
先付・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・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
〈盛込み料理〉 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

joie  ～ジョワ～ 5,500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

grâce ～グラース～ 7,500円ディナーブッフェ　
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　3,500円

7,000円折衷ブッフェ

お造り三点盛り
鮪霜造り・海老・大岩魚暑さ乗り切る！豚の香味焼きラムラックのペルシヤード

ローズマリーの香り
ローストビーフ
バーボンを使ったBBQソース

鰻と茄子のチーズ焼き
ミルフィーユ仕立て

鴨ロース山椒風味
夏野菜の甘酢添え涼風そよぐ冷やし煮物盛夏涼味寄せ地中海風サラダ

ざく切りオニオンドレッシング
オードブルヴァリエ
キッシュ・ライスサラダ・タコのアジアンカルパッチョ

トロピカルマンゴームース
デミタスコーヒー付

さっぱりレモンとチーズのケーキ
デミタスコーヒー付夏の露季節のフルーツ盛合せ信州オレイン豚入り

とろーり玉子焼きそば
夏日しのぐさっぱり風味
冷やし饂飩

スパイシードライカレー
チキンソテーを添えて海老の沙茶醤炒め

サーチャージャンお造り三点盛り
サーモンレモン〆・鱧・水蛸

30名様より承ります

洋 和
・タコのカルパッチョ　和風オニオンドレッシング
・スモーク鴨と春雨のサラダ　梅肉風味
・トマトとモッツァレラのサラダ
・豚バラとラタトゥイユのマリネ
・チキンソテーレモン＆ペッパー
・牛バラのソテー　柚子胡椒ポン酢ダレ
・旬魚酢〆沼田和え
・鮪と鯛　紅白盛り
・大根辛煮と手羽先艶煮

ブッフェプラン限定ドリンクプラン
・ビール（樽生／瓶）　・サワー5種（レモンライム／グレープフルーツ／ジンジャー／ピーチ／あんず）

・ハイボール　・麦焼酎　・日本酒（生酒／燗）　・ワイン（赤／白）　・カクテル3種

〈ソフトドリンク下記より3種チョイス〉

・烏龍茶　・ジャスミン茶　・プーアール茶　・マテ茶　・ルイボスティー　・オレンジジュース　・グレープフルーツジュース

・マンゴージュース　・パイナップルジュース　・アップルジュース　・クランベリージュース　・ジンジャーエール　・コーラ　・ペリエ

鶏肉の
スパイシーナッツソース添え 

・白身魚と茄子田楽
・夏野菜天婦羅
・豚フィレのベーコン巻き　パルメザンポテト添え
・白身魚のソテー　オリエンタル風味
・コーンと海老のラザニア
・本日のパスタ
・ちらし寿司桶盛り
・白玉入り抹茶ミルク
・フルーツ盛合せ

10 メイン［和］9  メイン［和］8  メイン［洋］7  メイン［洋］6  メイン［洋］5  前菜［中］4  前菜［和］3  前菜［和］2  前菜［洋］１ 前菜［洋］

20 デザート19 デザート18 デザート17 デザート16 食事［中］15 食事［和］14 食事［洋］13 メイン［中］12 メイン［中］11 メイン［和］

辛


