
袱紗焼 茸あん掛け 干しエビ 青味
500円

ふくさ

2019

お好みやリクエストに応じてコースをアレンジ。人気の品を揃えました。

おひとり様 1,000円
＋300円でコーヒー付に
30名様より承ります。

おひとり様 500円

チョイスメニュー

和 青ツブ煮とさきイカとトバ味噌
1,000円

和 五目あんかけ焼きそば
500円

洋 もちもち生地のピッツァ＆ハムカツ
ポテトフライ 500円

洋

道産牛のコールドビーフ
どんぶり仕立て 1,000円

洋 フルーツ盛合わせ
500円

Dessert 杏仁豆腐
500円

Dessert穴子のマトロートと
フォアグラのポワレ 1,000円

洋

苺のベリーヌ
500円

サワーチェリームース
500円

クレームブリュレ
500円

マロンのガトー
500円

デザートブッフェ

プレミアムドリンク

通常飲み放題メニュー
●ビール
　（アサヒ、サッポロ、キリン、サントリーより 1種お選びいただけます）
●ウイスキー　●日本酒　●ワイン　●スパークリングワイン　
●焼酎（芋、麦、甲類）　●サワー　●梅酒　●カクテル　
●ノンアルコールビール　●ソフトドリンク
●ノンアルコールカクテル（シャーリーテンプル、ファジーネーブル）　

●ビール
　（アサヒ　熟撰、サッポロ　エビス、サントリー プレミアムモルツより 1種お選びいただけます）
●ウイスキー（サントリー スペシャルリザーブ、ジムビーム）
●フランス産ワイン（ベルジェバロン赤、白）
●焼酎（黒霧島、いいちこ）　●日本酒（純米吟醸千歳鶴）

Dessert DessertDessert Dessert

LINE

忘年会・新年会のご案内

2019.11.1（金）～2020.2.29（土）

2019-2020
Winter Party Plan

Winter Party Plan

【ウィンターパーティープランご利用特典】

1.

仲間と共に一年の労をねぎらい、新年への希望を分かち合う。

今年もそんな季節がやってきました。

年に一度の大切な時間を、朗らかに過ごしていただけるよう

今年も個室で楽しめる充実のパーティプランをご用意。

腕をふるったお料理と、心づくしのおもてなしでお待ちしております。

参加人数20名様以上で1名様≪無料サービス≫
または、10,000円分のお食事券プレゼント

2.
カラオケ・ビンゴゲーム（カード人数分）≪無料サービス≫

※各種パーティグッズ・景品取り揃えもご相談ください。

3.
2019年10月末までのご予約の場合、
おひとり様の料金を500円引き

または、500円のチョイスメニューを1品プレゼント
※日～木曜、祝日の開催に限る
※特典1との併用不可

オプション

3,500 3,500

120

210 208210208
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洋食グルメプラン
●お造り　南蛮海老、マグロ、ハマチ
●紅鮭の炙りカルパッチョ風　柚子おろしイクラ飾りと
　　穴子のフリット バルサミコソース
●ホエー豚ロースの冷製とサラミとナッツのミルフィーユ
　　パイナップルと生姜のコンフィチュール添え
●ホタテベーコン巻とカニ爪のフライ　ブールルージュソース
●皮付豚バラ肉のトンポーロ―仕立て　八角の香り
　　青菜とポテトピューレ添え　
●牛ロースステーキ　ベアルネーズとソースジュス　温野菜
●生寿司　鮪　鯛　ズワイ蟹
●マロンのガトー

●お造り　南蛮海老、サーモン、ハマチ
●スモークモリューと有頭エビのプロヴァンス風
　　合鴨腿肉のペッパーチーズ焼きソースジャポネ
●白身魚のフリットと海老のゴイスアルギ風
　　ガーリックトースト添え
●チキンクリームパイとタリアッテレ
　　茸と牛筋入り特製デミグラスソース
●サーロイン　ペッパー風味ステーキ　　　　
　　グレービーソース
●生寿司　帆立　サーモン
●苺のベリーヌ

旨みたっぷりのホタテベーコン巻きと、クリーミーなカニ爪フライ。
なじみの２品を、バターと赤ワイン香るブールルージュソースで
グレードアップ。道産食材×フレンチの妙味をお楽しみください。

ホタテベーコン巻とカニ爪のフライ
ブールルージュソース

Chef's Recommendation

おひとり様 8,000円  お料理8品+2時間飲み放題付 

洋食スタンダードプラン おひとり様 7,000円  お料理7品+2時間飲み放題付

和洋折衷特選会席 極 

●前　菜…スモークサーモンと南瓜のグラスサラダ　トルティーヤ添え
　　　　　ホエー豚の冷製　　パイナップルと生姜のコンフィチュール
　　　　　サンマのビネガーマリネとジャガイモのタップナード
●お　椀…蟹と蛤の百合根霙寄せ　梅麩　柚子　軸菜
●造　り…本鮪　活〆鯛　海胆　芽物
●煮　物…金目鯛の豆乳骨スープあん　海老芋　慈姑　人参　千車唐
●肉料理…国産牛ロース肉のステーキ　ボルドー産赤ワインソース
　　　　　フォアグラのプラリネ添え
●酢　物…河豚叩き　河豚皮　柚子　白菜　椎茸　万能葱　胡麻ポン酢
●食　事…小角鰤の柚庵焼御飯　いくらちらし　菜の花　刻み金紙玉子
　　　　　香の物　味噌汁
●デザート…ブロンドショコラのタルト

※プランは 8名様より承ります。 （デザートブッフェのみ 30名様より） 
※6,000円プランは日～木・祝日限定にて承ります。
※掲載料金には、税・サービス料が含まれております。 
※都合により、お料理の盛付及び盛皿、メニューを変更させていただく場合がございますのでご了承ください。

ジューシーな国産牛ス
テーキを、赤ワインとフォ
ン・ド・ヴォ―を使った
濃厚なソースで。カラメ
ル香るプラリネを合わせ
たフォアグラは、最後の
一口まで芳醇な風味を
楽しめます。

国産牛ロース肉のステーキ　ボルドー産赤ワインソース
フォアグラのプラリネ添え

Chef's Recommendation

おひとり様 10,000円  お料理8品+2時間飲み放題付 

各プラン留意事項 

洋食プレミアムプラン
●お造り　ボタン海老、中トロ、ハマチ、鯛薄造り
●魚介と彩り野菜のジュレ ズワイ蟹のサラダとピスタチオのムース
　　ヴェリーヌ仕立て
●タルトに詰めたフォアグラブリュレフルーツ飾り
　　鴨肉のコンフィ 赤ワイン風味のドライトマトと胡桃添え
●平目とポワソンムースのクレープ巻き　軽いグラタン　アメリカンソース
●ポークロールジェノペーゼとスペイン産ポークのカルボナード風　
●北海道産牛肉のロースト　ソースジュスとワサビのバニェット添え
●生寿司　3種
●クレームブリュレ

●キハダマグロのオリーブオイル揚げ
　　カルパッチョ サラダ仕立て 生粒胡椒の香り
●赤魚のカルピオーネ 薩摩芋のレモン煮添えと
　　バジルチキンのサラダ
●エスニックピラフ　ナシゴレン　
●カラスガレイのブランダードと海老フリッター
　　トマト風味焦しバターと　オーロラソース
●鶏腿肉と彩り野菜　
　　赤ワイン風味のタンツーソース炒めと焼売
●スペイン産三元豚バラ肉のビール煮
　　温野菜添え
●ミルクレープ

バジルの風味が爽やかなボークロールと、黒ビールで煮込んだ滋味深いスペイン
産ポークのカルボナード風。個性豊かな2つの豚肉をぜひ食べ比べてください。

ポークロールジェノペーゼとスペイン産ポークのカルボナード風

Chef's Recommendation

おひとり様 10,000円  お料理8品+2時間飲み放題付 

洋食カジュアルプラン おひとり様 6,000円  お料理7品+2時間飲み放題付 和会席プラン 雪  おひとり様 6,000円  お料理7品+2時間飲み放題付 

和会席プラン 雅

●先　付…ずわい蟹と三つ葉の唐千寿和え
●お　椀…寄せ湯葉豆腐　赤魚葛打ち　梅麩　軸菜
●造　り…鮪　鯛　帆立　芽物
●煮　物…合鴨と海老芋のカレー風味煮　人参　スナップピース
●焼　物…平目の味噌バター焼　敷き彩り大豆　生姜甘酢漬
●強　肴…河豚皮　焼魴鮄　白菜　椎茸　千車唐　柚子　胡麻ポン酢
●食　事…小角鰤の柚庵焼御飯　菜の花　刻み金紙玉子　香の物　味噌汁
●甘　味…抹茶わらびもちと抹茶ホイップ　くこの実

縁起の良い魚、魴鮄。
香ばしい魴鮄の焼き浸
しに、季節の野菜と河
豚皮を添え、胡麻ポン
酢でさっぱりと仕上げ
ました。魴鮄、野菜、河
豚皮のアンサンブルを
お楽しみください。

河豚皮　焼魴鮄　白菜　椎茸　千車唐　柚子　胡麻ポン酢 

Chef's Recommendation

おひとり様 8,000円  お料理8品+2時間飲み放題付 

●先　付…鮟肝豆腐　紅葉おろし
　　　　　酢だち　割ポン酢
●造　り…鮪と烏賊の日の出造り　芽物
●煮　物…モツの煮込み　大根　人参
　　　　　牛蒡　青味
●焼　物…鱈のちゃんちゃん味噌焼
　　　　　万能葱　南京
●合　肴…湯葉豆腐と魴鮄の揚出し　梅麩
　　　　　青唐　割天出汁あん
●食　事…松前漬とろろ御飯　香の物
　　　　　味噌汁
●甘　味…柚子プリン　ホイップ　ミント

Western food 全プランに 2種類以上の肉料理
ホテル自慢のソースと共に

ホテル自慢の和洋折衷
ひと味異なる宴会がここにWestern food Japanese food 心が華やぐ豊かな彩り

厳選された魚介が主役 Japanese and Western food

210 208210208
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Chef's Recommendation

おひとり様 10,000円  お料理8品+2時間飲み放題付 

洋食カジュアルプラン おひとり様 6,000円  お料理7品+2時間飲み放題付 和会席プラン 雪  おひとり様 6,000円  お料理7品+2時間飲み放題付 

和会席プラン 雅

●先　付…ずわい蟹と三つ葉の唐千寿和え
●お　椀…寄せ湯葉豆腐　赤魚葛打ち　梅麩　軸菜
●造　り…鮪　鯛　帆立　芽物
●煮　物…合鴨と海老芋のカレー風味煮　人参　スナップピース
●焼　物…平目の味噌バター焼　敷き彩り大豆　生姜甘酢漬
●強　肴…河豚皮　焼魴鮄　白菜　椎茸　千車唐　柚子　胡麻ポン酢
●食　事…小角鰤の柚庵焼御飯　菜の花　刻み金紙玉子　香の物　味噌汁
●甘　味…抹茶わらびもちと抹茶ホイップ　くこの実

縁起の良い魚、魴鮄。
香ばしい魴鮄の焼き浸
しに、季節の野菜と河
豚皮を添え、胡麻ポン
酢でさっぱりと仕上げ
ました。魴鮄、野菜、河
豚皮のアンサンブルを
お楽しみください。

河豚皮　焼魴鮄　白菜　椎茸　千車唐　柚子　胡麻ポン酢 

Chef's Recommendation

おひとり様 8,000円  お料理8品+2時間飲み放題付 

●先　付…鮟肝豆腐　紅葉おろし
　　　　　酢だち　割ポン酢
●造　り…鮪と烏賊の日の出造り　芽物
●煮　物…モツの煮込み　大根　人参
　　　　　牛蒡　青味
●焼　物…鱈のちゃんちゃん味噌焼
　　　　　万能葱　南京
●合　肴…湯葉豆腐と魴鮄の揚出し　梅麩
　　　　　青唐　割天出汁あん
●食　事…松前漬とろろ御飯　香の物
　　　　　味噌汁
●甘　味…柚子プリン　ホイップ　ミント

Western food 全プランに 2種類以上の肉料理
ホテル自慢のソースと共に

ホテル自慢の和洋折衷
ひと味異なる宴会がここにWestern food Japanese food 心が華やぐ豊かな彩り

厳選された魚介が主役 Japanese and Western food
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洋食グルメプラン
●お造り　南蛮海老、マグロ、ハマチ
●紅鮭の炙りカルパッチョ風　柚子おろしイクラ飾りと
　　穴子のフリット バルサミコソース
●ホエー豚ロースの冷製とサラミとナッツのミルフィーユ
　　パイナップルと生姜のコンフィチュール添え
●ホタテベーコン巻とカニ爪のフライ　ブールルージュソース
●皮付豚バラ肉のトンポーロ―仕立て　八角の香り
　　青菜とポテトピューレ添え　
●牛ロースステーキ　ベアルネーズとソースジュス　温野菜
●生寿司　鮪　鯛　ズワイ蟹
●マロンのガトー

●お造り　南蛮海老、サーモン、ハマチ
●スモークモリューと有頭エビのプロヴァンス風
　　合鴨腿肉のペッパーチーズ焼きソースジャポネ
●白身魚のフリットと海老のゴイスアルギ風
　　ガーリックトースト添え
●チキンクリームパイとタリアッテレ
　　茸と牛筋入り特製デミグラスソース
●サーロイン　ペッパー風味ステーキ　　　　
　　グレービーソース
●生寿司　帆立　サーモン
●苺のベリーヌ

旨みたっぷりのホタテベーコン巻きと、クリーミーなカニ爪フライ。
なじみの２品を、バターと赤ワイン香るブールルージュソースで
グレードアップ。道産食材×フレンチの妙味をお楽しみください。

ホタテベーコン巻とカニ爪のフライ
ブールルージュソース

Chef's Recommendation

おひとり様 8,000円  お料理8品+2時間飲み放題付 

洋食スタンダードプラン おひとり様 7,000円  お料理7品+2時間飲み放題付

和洋折衷特選会席 極 

●前　菜…スモークサーモンと南瓜のグラスサラダ　トルティーヤ添え
　　　　　ホエー豚の冷製　　パイナップルと生姜のコンフィチュール
　　　　　サンマのビネガーマリネとジャガイモのタップナード
●お　椀…蟹と蛤の百合根霙寄せ　梅麩　柚子　軸菜
●造　り…本鮪　活〆鯛　海胆　芽物
●煮　物…金目鯛の豆乳骨スープあん　海老芋　慈姑　人参　千車唐
●肉料理…国産牛ロース肉のステーキ　ボルドー産赤ワインソース
　　　　　フォアグラのプラリネ添え
●酢　物…河豚叩き　河豚皮　柚子　白菜　椎茸　万能葱　胡麻ポン酢
●食　事…小角鰤の柚庵焼御飯　いくらちらし　菜の花　刻み金紙玉子
　　　　　香の物　味噌汁
●デザート…ブロンドショコラのタルト

※プランは 8名様より承ります。 （デザートブッフェのみ 30名様より） 
※6,000円プランは日～木・祝日限定にて承ります。
※掲載料金には、税・サービス料が含まれております。 
※都合により、お料理の盛付及び盛皿、メニューを変更させていただく場合がございますのでご了承ください。

ジューシーな国産牛ス
テーキを、赤ワインとフォ
ン・ド・ヴォ―を使った
濃厚なソースで。カラメ
ル香るプラリネを合わせ
たフォアグラは、最後の
一口まで芳醇な風味を
楽しめます。

国産牛ロース肉のステーキ　ボルドー産赤ワインソース
フォアグラのプラリネ添え

Chef's Recommendation

おひとり様 10,000円  お料理8品+2時間飲み放題付 

各プラン留意事項 

洋食プレミアムプラン
●お造り　ボタン海老、中トロ、ハマチ、鯛薄造り
●魚介と彩り野菜のジュレ ズワイ蟹のサラダとピスタチオのムース
　　ヴェリーヌ仕立て
●タルトに詰めたフォアグラブリュレフルーツ飾り
　　鴨肉のコンフィ 赤ワイン風味のドライトマトと胡桃添え
●平目とポワソンムースのクレープ巻き　軽いグラタン　アメリカンソース
●ポークロールジェノペーゼとスペイン産ポークのカルボナード風　
●北海道産牛肉のロースト　ソースジュスとワサビのバニェット添え
●生寿司　3種
●クレームブリュレ

●キハダマグロのオリーブオイル揚げ
　　カルパッチョ サラダ仕立て 生粒胡椒の香り
●赤魚のカルピオーネ 薩摩芋のレモン煮添えと
　　バジルチキンのサラダ
●エスニックピラフ　ナシゴレン　
●カラスガレイのブランダードと海老フリッター
　　トマト風味焦しバターと　オーロラソース
●鶏腿肉と彩り野菜　
　　赤ワイン風味のタンツーソース炒めと焼売
●スペイン産三元豚バラ肉のビール煮
　　温野菜添え
●ミルクレープ

バジルの風味が爽やかなボークロールと、黒ビールで煮込んだ滋味深いスペイン
産ポークのカルボナード風。個性豊かな2つの豚肉をぜひ食べ比べてください。

ポークロールジェノペーゼとスペイン産ポークのカルボナード風

Chef's Recommendation

おひとり様 10,000円  お料理8品+2時間飲み放題付 

洋食カジュアルプラン おひとり様 6,000円  お料理7品+2時間飲み放題付 和会席プラン 雪  おひとり様 6,000円  お料理7品+2時間飲み放題付 

和会席プラン 雅

●先　付…ずわい蟹と三つ葉の唐千寿和え
●お　椀…寄せ湯葉豆腐　赤魚葛打ち　梅麩　軸菜
●造　り…鮪　鯛　帆立　芽物
●煮　物…合鴨と海老芋のカレー風味煮　人参　スナップピース
●焼　物…平目の味噌バター焼　敷き彩り大豆　生姜甘酢漬
●強　肴…河豚皮　焼魴鮄　白菜　椎茸　千車唐　柚子　胡麻ポン酢
●食　事…小角鰤の柚庵焼御飯　菜の花　刻み金紙玉子　香の物　味噌汁
●甘　味…抹茶わらびもちと抹茶ホイップ　くこの実

縁起の良い魚、魴鮄。
香ばしい魴鮄の焼き浸
しに、季節の野菜と河
豚皮を添え、胡麻ポン
酢でさっぱりと仕上げ
ました。魴鮄、野菜、河
豚皮のアンサンブルを
お楽しみください。

河豚皮　焼魴鮄　白菜　椎茸　千車唐　柚子　胡麻ポン酢 

Chef's Recommendation

おひとり様 8,000円  お料理8品+2時間飲み放題付 

●先　付…鮟肝豆腐　紅葉おろし
　　　　　酢だち　割ポン酢
●造　り…鮪と烏賊の日の出造り　芽物
●煮　物…モツの煮込み　大根　人参
　　　　　牛蒡　青味
●焼　物…鱈のちゃんちゃん味噌焼
　　　　　万能葱　南京
●合　肴…湯葉豆腐と魴鮄の揚出し　梅麩
　　　　　青唐　割天出汁あん
●食　事…松前漬とろろ御飯　香の物
　　　　　味噌汁
●甘　味…柚子プリン　ホイップ　ミント

Western food 全プランに 2種類以上の肉料理
ホテル自慢のソースと共に

ホテル自慢の和洋折衷
ひと味異なる宴会がここにWestern food Japanese food 心が華やぐ豊かな彩り

厳選された魚介が主役 Japanese and Western food
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Western food 全プランに 2種類以上の肉料理
ホテル自慢のソースと共に
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ひと味異なる宴会がここにWestern food Japanese food 心が華やぐ豊かな彩り
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袱紗焼 茸あん掛け 干しエビ 青味
500円

ふくさ

2019

お好みやリクエストに応じてコースをアレンジ。人気の品を揃えました。

おひとり様 1,000円
＋300円でコーヒー付に
30名様より承ります。

おひとり様 500円

チョイスメニュー

和 青ツブ煮とさきイカとトバ味噌
1,000円

和 五目あんかけ焼きそば
500円

洋 もちもち生地のピッツァ＆ハムカツ
ポテトフライ 500円

洋

道産牛のコールドビーフ
どんぶり仕立て 1,000円

洋 フルーツ盛合わせ
500円

Dessert 杏仁豆腐
500円

Dessert穴子のマトロートと
フォアグラのポワレ 1,000円

洋

苺のベリーヌ
500円

サワーチェリームース
500円

クレームブリュレ
500円

マロンのガトー
500円

デザートブッフェ

プレミアムドリンク

通常飲み放題メニュー
●ビール
　（アサヒ、サッポロ、キリン、サントリーより 1種お選びいただけます）
●ウイスキー　●日本酒　●ワイン　●スパークリングワイン　
●焼酎（芋、麦、甲類）　●サワー　●梅酒　●カクテル　
●ノンアルコールビール　●ソフトドリンク
●ノンアルコールカクテル（シャーリーテンプル、ファジーネーブル）　

●ビール
　（アサヒ　熟撰、サッポロ　エビス、サントリー プレミアムモルツより 1種お選びいただけます）
●ウイスキー（サントリー スペシャルリザーブ、ジムビーム）
●フランス産ワイン（ベルジェバロン赤、白）
●焼酎（黒霧島、いいちこ）　●日本酒（純米吟醸千歳鶴）

Dessert DessertDessert Dessert

LINE

忘年会・新年会のご案内

2019.11.1（金）～2020.2.29（土）

2019-2020
Winter Party Plan

Winter Party Plan

【ウィンターパーティープランご利用特典】

1.

仲間と共に一年の労をねぎらい、新年への希望を分かち合う。

今年もそんな季節がやってきました。

年に一度の大切な時間を、朗らかに過ごしていただけるよう

今年も個室で楽しめる充実のパーティプランをご用意。

腕をふるったお料理と、心づくしのおもてなしでお待ちしております。

参加人数20名様以上で1名様≪無料サービス≫
または、10,000円分のお食事券プレゼント

2.
カラオケ・ビンゴゲーム（カード人数分）≪無料サービス≫

※各種パーティグッズ・景品取り揃えもご相談ください。

3.
2019年10月末までのご予約の場合、
おひとり様の料金を500円引き

または、500円のチョイスメニューを1品プレゼント
※日～木曜、祝日の開催に限る
※特典1との併用不可

オプション

3,500 3,500

120

210 208210208
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