
幸せな結び目

料理教室 バレンタイン特別プラン秘伝のレシピ

￥5,000お一人様

コース料理　 ワンドリンク　 コーヒー　 
　 うれしいおみやげ付！

￥12,000お一人様（料理のみ）

フルコース　 乾杯用スパークリングワイン
　 フリードリンク付

日頃の感謝も伝えられる〈アニバーサリープラン〉

今月は中国料理 彩雲で「チャーシュー入り
煮込みそば」のメニューレシピを楽しく学び
最後にコースでお召し上がり！

牛フィレ肉・オマール海老・フォアグラを使った料理を。デザート
にはフォンダンショコラが入ったスペシャルフルコースディナー。

2/21（火） 2/1（水）→28（火）

ディナー

チャペル
「セント・アンナ」
 15分貸切
無料

［ プラン限定予約特典 ］ご利用の方はお申し付けください。
 

（5名様～）

天然温泉ご入浴割引券進呈
［通常］¥2,800→
¥1,200（後日利用可）

個室利用の場合
通常¥10,000が無料！

［ 事前の予約特典 ］ご利用の方はお申し付けください。
 天然温泉ご入浴割引券進呈 ［通常］¥2,800→¥1,200（後日利用可）ワンドリンク

ご 家 族 やご 友 人とのおでかけは 、ホテルレストラン＆スパ へ！

■ 10:30 受付   ■ 11:00～ セミナー  
■ 12:30～ ランチ

ディナー

￥10,000 ￥7,000お一人様［通常料金］

￥7,500 ￥5,000お一人様［通常料金］

15F 15F 2F

梅林観賞の後やお祝いごとに
目にも彩り鮮やかな逸品をお楽しみください

天窓から陽光が降り注ぐ明るい空間で
フルコースの料理と特別な時間をお過ごしください

シェフおすすめの本格中国料理を
コース仕立てでお召し上がりください

歓迎会・送別会グループプラン歓迎会・送別会グループプラン

デザート・和洋菓子部門 優勝、大阪外食産業協会 特別賞デザート・和洋菓子部門 優勝、大阪外食産業協会 特別賞

2/1（水）～4/30（日）

少人数からグループまで！
フレンチのフルコースを
夜景が一望できる大人の空間で。

ご家族や企業様、ご友人同士など20名様までのお集まりにぜひ！

※前日までの要予約。
※個室は5名様以上からのご利用となります。（20名様まで）

［フリードリンク］瓶ビール・ノンアルコールビール・焼酎・
日本酒・ワイン(赤・白)・烏龍茶・オレンジジュース

LUNCH／11:30～14:30（LO14:00）
DINNER／17:00～21:00（LO20:30）

TEL 06-694 4 -74 80［直通］
ご予約・お問い合わせ　［定休日／火曜日］

15F
料理長こだわりの季節の会席と
飲み放題がついた３つのお得なプラン。

お一人様￥6,000 / ￥8,000 / ￥10,000 

※前日までの要予約。
※個室は10名様以上からのご利用となります。（20名様まで）

［フリードリンク］瓶ビール・ノンアルコールビール・
紹興酒・焼酎・梅酒・烏龍茶・オレンジジュース

お一人様￥5,000 / ￥6,000

お一人様￥4,000~ お一人様￥3,800~ お一人様￥3,900~

※前日までの要予約。
※個室は8名様以上からのご利用となります。（20名様まで）

［フリードリンク］ビール・ノンアルコールビール・
ワイン(赤・白)・烏龍茶・オレンジジュース

ご予約・お問い合わせ　［定休日／土・日・祝日］

［ プラン限定予約特典 ］ご利用の方はお申し付けください。
 
 
（10名様～）

天然温泉ご入浴割引券進呈
［通常］¥2,800→
¥1,200（後日利用可）

個室利用の場合
 通常¥8,000が無料！

［ プラン限定予約特典 ］ご利用の方はお申し付けください。
  

（８名様～）

天然温泉ご入浴割引券進呈
［通常］¥2,800→
¥1,200（後日利用可）

個室利用の場合
 通常¥8,000が無料！

2F 15F

15F

※ご予約・お問い合わせは各レストランまでお願いします。※写真はすべてイメージです。※表示料金はいずれもお一人様料金、税・サービス料が含まれています。

こだわりの逸品をコースで。
大人数の賑やかなお集まりにも！
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フリードリンク付

※対象レストランは「エスカーレ」、「彩雲」、「隨縁亭」の3レストラン。
※ご利用の際には、WEBで記載いただくか、「プレミアムサンクスWEEK」と事前にお伝えください。
※詳細は店舗にお問い合わせ、またはホテルHPをご覧ください。
※ただし、2/4（土）・5（日）は対象外とさせていただきます。

 「歓迎会・送別会グループプラン」をお一人様500円引き

毎月開催中！ WEBでチェック！

プレミアムサンクスWEEK 平日限定
5名様以上のご予約対象

2/1（水）  10（金）
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http://www.hotelmonterey.co.jp/lasoeur_osaka/
〒540-0001 大阪市中央区城見2丁目2番22号

●JR大阪環状線「京橋駅」西口よりOBP連絡通路にて徒歩5分
●京阪電車「京橋駅」片町口よりOBP連絡通路にて徒歩5分
●地下鉄長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク駅」 4番出口より徒歩3分
※お車の際、正面玄関から駐車場へお進みください。

携帯電話・スマートフォンからも24時間ご予約・お問い合わせ受付中!

レストラン＆スパガイドは毎月発行

ご自宅へ郵送いたします。下記メールアドレスへ
お名前・ご住所・電話番号・ガイド送付希望とご記入の上、ご送信ください。
　　laosa.restsvc@hotelmonterey.co.jp（レストラン代表）

ご予約・お問い合わせ
［スパ直通電話］ TEL 06-6944-7292
営業時間／11：00～22：30（最終受付22：00）
エステティック・ボディケア・あかすり／11：00～22：00（最終受付21:00）

定休日／第1火曜日
（ただし、祝日の場合は翌週の火曜日）

レストランのコース料理とスパご入浴や
エステがセットになったお得プラン

ランチ ￥4,000お一人様

ディナー ￥6,500お一人様

ランチ ￥9,800お一人様

ディナー ￥12,300お一人様

￥2,400お一人様

湯上りプラン

お手軽でお得なワンドリンク&ご入浴プラン

天然温泉ご入浴
　 ワンドリンク（アルコール含む）

￥2,000お一人様

アフター５プラン

￥2,100お一人様

レディースプラン

天然温泉ご入浴
　 いちごみるく

FAX 06-6944-7198（代表）TEL 06-6944-7111

交通のご案内

ラ・スール大阪
Facebookページ ガイドを

ご希望の
方は

天然温泉ご入浴
　 ワンドリンク（アルコール含む）

〈女性限定〉17：00～20：00にご入館の方

LUNCH／11:30～14:30（LO14:00） DINNER／17:00～21:00（LO20:30）
※前日19時までの要予約。※レストランが定休日の場合はご利用いただけません。詳しくはWEBをご覧ください。

お食事は、エスカーレ、彩雲、隨縁亭の３つのレストランからお選びいただけます。

スパ・キュイジーヌ

スパプラン スパ&エステプラン

寒い季節に
おすすめ

ランチ
限定！！

要予約

ご予
約はスパへ

限定プラン

ホテルHPがリニューアルしました！ ランチ・ディナーなど
検索が便利に。

ホームページ

平日限定

ホテルモントレ ラ・スール大阪がお届けする レストラン&スパガイド
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天然温泉ご入浴
　  各レストランコース料理

天然温泉ご入浴　  選べるエステ
　  各レストランコース料理

3月予告

※ただし、3/4（土）・5（日）は対象外とさせていただきます。
 「歓迎会・送別会グループプラン」をお一人様500円引き［5名様以上のご予約対象］
プレミアムサンクスWEEK 3/1（水）～3/10（金）

※ご予約・お問い合わせは各レストランまでお願いします。※「紅梅イベント」をWEBご予約の際は、こちらの特典をご利用の旨ご記入ください。※写真はすべてイメージです。
※表示料金はいずれもお一人様料金、税・サービス料が含まれています。  ※他の特典・割引との併用は不可となります。WEBに特典記載のあるプランが対象となります。

LUNCH／11:30～14:30（LO14:00）
DINNER／17:00～21:00（LO20:30）TEL 06-6944-7480

■ ご予約・お問い合わせ［定休日／火曜日］
15F

ランチ

ランチ

ランチランチ

1日限定
30食

完全
予約制

1日限定
30食ディナー

￥5,500お一人様
特別会席（全6品） 　優勝和菓子

優勝を記念して受賞和菓子がセットになった特別会席が期間限定で登場します。ぜひご賞味ください。

￥7,500お一人様
特別会席（全7品） 　優勝和菓子

特別会席「千成会席」

食の都・大阪グランプリとは・・・「食の都・大阪」推進会議（事務局：
大阪商工会議所・大阪府）主催のプロ向け料理コンテスト。今回は、
応募総数215作品の中から「千成金団」が見事グランプリを受賞。

2/1（水）～3/31（金）

総合優勝
第7回 食

の都・大阪グランプリ
「千成金団」は大阪府旗の
基となった秀吉の「千成瓢箪」に
なぞらえたもので、名の通り鈴なりの
人気となるよう願いを込め練り上げた
瓢型の和菓子です。口当たりの滑らかな
金団に、蓮根の食感を残した蓮根餅を
射込みました。栗と蓮根による
素朴で風味豊かな味わいを
お楽しみください。

受賞和菓子

「千成金団」
せんなりきんとん

隨縁亭
からの

NEWSHOTな
さらに

も受賞

大阪城の梅林を楽しんだあとはホテルでランチ♪

紅梅イベント開催 2/1（水）～2/28（火）

下記金額以上のランチをご予約の方に「プレミアム百年梅酒」１グラスプレゼント
 

ソフトドリンクへの変更も可能です。事前に本プランをご利用の旨お伝えください。
 

〈写真の鳳凰前菜は中国料理「彩雲」のお祝いプラン（￥9,000）より〉
ほうおう

2F

大阪城の梅林情報は
こちらからCHECK！

日本料理 隨縁亭 (15F)

LUNCH／11:30～14:30（LO14:00）
DINNER／17:00～21:00（LO20:30）

TEL 06-694 4 -74 76［直通］
ご予約・お問い合わせ　［定休日／月曜日］

中国料理 彩雲 (2F)

LUNCH／11:30～14:30（LO14:00）
DINNER／17:00～21:00（LO20:30）

TEL 06-694 4 -74 81［直通］
フランス料理 エスカーレ (15F)



お食事会・グループでのご利用や各種
お祝いなど、ぜひ個室をご利用ください。

Coupon
Premiumお得な入浴回数券

至福のひと時プラン
あかすり、ボディケア、アロマの中から
お好きなコースをひとつお選びいただけます。

あかすり（50分）/ボディケア（60分）/アロマ（40分）

￥1,000OFF￥8,800 ￥7,800お一人様
［通常料金］

￥2,200

お二人様（ご入浴）

￥5,600［通常料金］

毎月22日 毎月26日
ふろ

〈有効期限：発行日より6ヶ月〉※ご本人様以外でもご利用いただけます。
6枚綴

り ¥10,500
¥1,750回あたり1

￥16,800
［通常料金］

好評
販売中

ビール or 
ソフトドリンク1杯プレゼント

※ご予算に応じてご用意しております。（前日までの要予約）

・「プレジール」8～20名様

ピアノ生演奏ディナー［2/10（金）］

個室のご案内（￥8,000） 8名様以上のご利用で無料！

ご予約は先着順と
なっております。

19:00～ / 20:30～（各回30分）
お好きなフルコース¥4,500～

「藍（あい）」 

女子会プラン

￥3,980お一人様［通常料金］

スパと個室でゆったりと
した時間を。

ソフトドリンク券6枚付
毎月10・20・30日
ソフトドリンク券3枚付

〈60分コース〉新メニュー  筋膜美骨術
顔の筋肉は意外に固いものです。それを正しい位置にすることで、二重顎、
たるみ、顔のゆがみ等の悩みに効果が期待されます。骨と筋肉を同時に
アプローチし、キュッと引きあがった若 し々い小顔を目指しませんか。

￥8,800

〈1日2組様限定〉夜景を楽しむペアディナー
記念日や大切なお食事にピッタリのプランです。
フルコース　  乾杯用シャンパン付

〈特別特典付〉毎月22日は夫婦の日プラン
３つのお得な特典からチョイスしていただけます。
［ご指定コース対象］

回数券ご購入は
この日がお得！！

穏やかな時間を過ごせる露天風呂。地下1,050mから汲み上げた天然温泉でリラックス。

￥3,800 ￥3,000お一人様［通常料金］
飲茶付ランチコース　  乾杯用ドリンク　  コーヒー付

※ランチタイムは10名様以上のご利用で個室料金無料。（20名様まで）
※フリードリンク：瓶ビール・ワイン（赤・白）・果実酒・ソフトドリンクから3種お選びください。　

本格中国料理コース　  フリードリンク付
￥5,400 ￥4,500お一人様［通常料金］

ランチは飲茶パーティ！ 
ディナーは
本格中国料理で。

特別企画

女子会プラン
特別企画 夫婦の日 回数券

中国料理コースと喫茶
ルームにてケーキセット付き！

￥3,000お一人様
（料理のみ）

〈土・日・祝日限定〉ケーキセット付ランチ

※ケーキセットはホテル2階「リーフ・オブ・チェルシー」にてご用意いたします。

お誕生日や記念日などの各種お祝いに。

お一人様
※2日前まで
　の要予約。

女子会プラン

今月のおすすめ今月のおすすめ

※平日限定プランです。
※フリードリンク：ワイン（赤・白）・ソフトドリンク

落ち着いた数寄屋造り
の店内で、
たまにはしっとりと。

特別企画

女子会プラン

￥5,000 ￥3,500お一人様

お一人様

［通常料金］

フルコース（全5品）　  乾杯用ドリンク付

※8名様以上のご予約で個室料金無料。（20名様まで）※フリードリンク：スパークリングワイン
・ワイン（赤・白）・ソフトドリンク※ディナーのみ、生ビール１杯¥200（通常¥900）でご提供。

フルコース（全6品）　  フリードリンク付
￥7,000 ￥5,000［通常料金］

ご友人や同僚などの
お集まりや
ミニ同窓会にもぜひ。

特別企画

LUNCH（￥1,800～）
　　　　／11:30～14:30（LO14:00）
DINNER（￥4,500～）
　　　　／17:00～21:00（LO20:30）

TEL06-6944-7481

■ ご予約・お問い合わせ

￥5,000 / ￥7,000 / ￥9,000

❶お二人様でお料理22％OFF  ※一部対象外プランあり
❷おすすめハーフボトル1本プレゼント　
❸お好みのグラスドリンク3杯プレゼント（指定のドリンクとなります。）　
※特典はご予約時にお申し出ください。

※ランチもご利用できます。

※先着順となりますので、お早めにご予約ください。

天然温泉入浴　  隨縁亭「旬彩御膳」　  
　 コーヒー　 デザート付 ¥1,500で

フリー
ドリンク付

平日
特典

特別キャンペーンプランを受けられた方でご希望の方は、天然温泉が¥1,200（通常¥2,800）でご入浴いただけます。

通常プランにプラス¥2,000で飲み放題

天然温泉ご入浴
割引券進呈

天然温泉ご入浴
割引券進呈

天然温泉ご入浴
割引券進呈

エス
テ

〈60分コース〉ペア割でお得にリラックス
￥12,000お二人様で

ボデ
ィ
ケア

〈50分コース〉足の疲れもスッキリ おすすめコース
￥5,800お一人様あか

すり

1・2月の
特別キャンペーン

四季の味わいと彩り感じる日本料理15F 景色とともに愉しむフランス料理

季節感を取り入れた本格中国料理 疲れた身体に癒しの天然温泉＆エステ16F

ランチにおすすめ

ランチにおすすめ

ディナーにおすすめランチにおすすめ ディナーにおすすめ

お子様連れのママ会やPTAの
お集まりなど、個室でお気軽に。

￥3,000お一人様
（料理のみ）

※ご予約は8名様以上から承ります。

ふうふ

￥2,800
通常ご入浴
お一人様

￥12,340 ￥10,000
隨縁亭御膳　  乾杯用スパークリングワイン付
お二人様［通常料金］

［定休日／土・日・祝日］

お子様連れのママ会やPTAの
お集まりなど、個室でお気軽に。

￥3,000お一人様
（料理のみ）

MAMA会個室プラン

※ご予約は8名様以上から承ります。

マ マ

ふうふ

〈特別特典付〉毎月22日は夫婦の日プラン

ふうふ

ご夫婦でお食事はいかがですか。

季節の炊込みご飯など、
いろいろ楽しめる御膳料理。

￥2,900お一人様
（料理のみ）

〈会席料理とドリンク付〉個室・同窓会プラン

〈ランチ限定〉いろどり御膳

マ

お客様のリクエストにお応えして、あの人気企画が再登場！

※ご予約は2～10名様まで。※事前の要予約。※～3/31（金）の期間限定プランです。
※食材の入荷状況により内容が変更になる場合があります。

〈コース＋飲茶10種食べ放題〉
スペシャルプラン

ランチ

ご家族やグループで、寒い季節はお鍋であたたかいひとときを。

お一人様

※～3/31（金）までの
　期間限定プランです。 ※～2/28（火）までの期間限定プランです。

寄せ鍋
お一人様
海鮮寄せ鍋

お一人様
蟹すき

お一人様
てっちり

お集まりに、個室で会席コース。

※5～15名様までご利用いただけます。※平日限定プランです。

感謝祭プラン今月のおすすめ

※ランチもご利用できます。

ディナーにおすすめ

ふうふ

〈特別特典付〉毎月22日は夫婦の日プラン
ご夫婦でお食事はいかがですか。

〈ご家族のお祝い事や記念日に〉お祝いプラン

ランチ ディナー

日頃のご愛顧に感謝を込めた特別プランが登場。
ランチやディナーでもお楽しみください。

￥3,900お一人様

※2/1(水)～28（火）までの期間限定プランです。

フルコース　乾杯用グラスドリンク付

花束かケーキをお選びいただける
特典付きでお祝いに。

※3日前までの要予約。※ランチもご利用できます。

ランチ

ランチ

ランチ

ディナー

ランチ

ディナー

ランチ ディナー

ランチ ディナー

月に
　　　一度♪

※土日祝は大変混み合いますのでお早めにご予約ください。※ご予算に応じてご用意しております。（前日までの要予約）

・「藍（あい）」 5～8名様  
・「山吹（やまぶき）」 5～10名様
・「瓢（ひさご）」 8～16名様 
・「萌葱（もえぎ）」10～20名様

個室のご案内（￥10,000） 5名様以上のご利用で無料！ LUNCH（￥1,800～）
　　　　／11:30～14:30（LO14:00）
DINNER（￥5,500～）
　　　　／17:00～21:00（LO20:30）

TEL06-6944-7480

■ ご予約・お問い合わせ

［定休日／火曜日］

お食事会・グループでのご利用や
各種お祝いなど、
ぜひ個室をご利用ください。

※土日祝は大変混み合いますのでお早めにご予約ください。※ご予算に応じてご用意しております。（前日までの要予約）

・「天山」10～20名様

個室のご案内（￥8,000） 10名様以上のご利用で無料！ LUNCH（￥1,300～）
　　　　／11:30～14:30（LO14:00）
DINNER（￥3,900～）
　　　　／17:00～21:00（LO20:30）

TEL06-6944-7476

■ ご予約・お問い合わせ彩雲
平日ランチ
コース限定
特別クーポン

［定休日／月曜日］

営業時間／11：00～22：30 最終受付22：00（LO21：30）　エステティック・ボディケア・あかすり／11：00～22：00（受付終了21:00）

TEL06-6944-7292
■ ご予約・お問い合わせ

［定休日／第1火曜日
（ただし、祝日の場合は翌週の火曜日）］

お食事会・グループでのご利用や
各種お祝いなど、
ぜひ個室をご利用ください。

お魚・お肉とメインが２種楽しめるフルコースディナーがご好評に
つき期間延長。カップル、ご友人、ご家族と、素敵なひとときを。
フルコース（全7品）　  乾杯用スパークリングワイン付　  　 

前菜・スープ・メイン・コーヒー
　 ￥300でデザート付！

￥13,000 ￥10,000

料理長おすすめコース
　 乾杯用スパークリングワイン付
お二人様［通常料金］

※前日までの要予約。ご入浴のみは予約不要です。※表示料金はいずれもお一人様料金、税・サービス料が含まれています。※メニュー内容を一部変更する場合が
ございます。※スパ内にはバスタオルやアメニティー（シャンプー、リンス、ボディソープ等）完備ですので、手ぶらでお越しいただけます。※写真はイメージです。

※お食事はスパ個室にて。※隨縁亭定休日の
火曜日はご利用いただけません。※ご予約は4名様から10名様
までで承ります。個室2時間無料。 ※前日19時までの要予約。

お一人様
（料理のみ）

￥4,300 ￥3,300お一人様［通常料金］
人気のお膳料理　  2ドリンク付

会席料理　  乾杯用スパークリング　  フリードリンク付
￥6,600 ￥4,980お一人様［通常料金］

￥6,600 ￥3,900お一人様［通常料金］

15F

2F

￥3,000お一人様

￥4,500お一人様

コース（5品） 　飲茶10種食べ放題　 

コース（6品） 　飲茶10種食べ放題　 

ランチ

ランチ

ランチ

ランチ

ディナー

ランチ

ディナー

ディナー

ディナー

￥10,000 / ￥12,000 / ￥15,000
お一人様（料理のみ）
「ガイドを見て」とお伝えいただくと10％ＯＦＦのスペシャル特典。

〈選べる個室〉ご両家お顔合わせ・結納プラン

ランチ ディナー

ランチ ディナーランチ ディナー

ランチ ディナー

ディナー

女性やお子様には
パンダマンも!

（1個300円・別途販売）

〈乾杯用ドリンク＆食後のコーヒー付〉

￥12,000お一人様 ［通常料金］

￥7,800お一人様 ［通常料金］

あかすり 30分+オイルフット 20分

お試し
価格

40分以上の施術で30%OFF

￥2,000以上の
コースご利用で
※平日限定・他特典・割引との併用不可 ※有効期限：2/1（水）～2/28（火）

ご予約の際にクーポン利用とお申し付けいただいた方
もしくは 本ガイドご持参の方限定

※平日限定・他特典・割引との併用不可 ※有効期限：2/1（水）～2/27（月）
食後のコーヒープレゼント

隨縁亭
平日ランチ
コース限定
特別クーポン

ご予約の際にクーポン利用とお申し付けいただいた方
もしくは 本ガイドご持参の方限定

※平日限定・他特典・割引との併用不可 ※有効期限：2/1（水）～2/28（火）

記念撮影やプロポーズなど、
チャペルでお2人だけの
特別な時間をお過ごしください。

￥12,000お一人様
（料理のみ）

〈アニバーサリープラン〉幸せな結び目

ディナー

記念日やお誕生日にプロポーズはいかがですか

今月のおすすめ

今月のおすすめ

※他特典・割引との併用不可 
※有効期限：2/1（水）～2/28（火）

※ご予約後、お一人様に変更となった場合は通常料金となります。

※あかすりは事前のご入浴が必要となります。
（通常￥2,800→￥1,200で天然温泉をご利用いただけます。）

スパ・トリニテ
ご新規の方
限定

土日も使えるうれしいクーポン

シェフおまかせのビジネスランチ。

￥1,800お一人様
（料理のみ）

〈平日限定〉ビジネスランチ

ランチ

￥8,000お一人様

チャペル「セント・アンナ」 15分貸切無料

フルコース　乾杯用スパークリング　 ホールケーキorミニブーケ付

お料理(全7品)　ワンドリンク付

お料理(全7品)　3種フリードリンク付

お料理(全7品)　5種フリードリンク付

〈乾杯用ドリンク＆食後のコーヒー付〉MAMA会個室プラン
マ マ

〈特別企画〉新春プラン
〈ケーキまたは花束の選べる特典付〉お祝いプラン

￥6,000 / ￥8,000 / ￥10,000

長寿祝いでご希望の方にはちゃんちゃんこを
お貸出しいたします。（赤・紫・黄の3色をご用意）〈グループにおすすめ〉お鍋プラン

￥5,000

お一人様 ￥4,500
お一人様 ￥5,300
お一人様 ￥6,000

￥7,000

￥9,500 ￥9,500

平日限定

ランチ・ディナーとも　￥300で「食後のコーヒーまたは紅茶」を
「プレミアムコーヒーまたは本日のフレーバーティー」に変更　小菓子付

香り豊かなプレミアム
コーヒーが新登場！

食後のコーヒーまたは紅茶を
プレミアムコーヒーまたは本日のフレーバーティーに変更

ご予約の際にクーポン利用とお申し付けいただいた方
もしくは 本ガイドご持参の方限定

ご予約の際にクーポン利用とお申し付けいただいた方
もしくは 本ガイドご持参の方限定

食後のコーヒープレゼント

エスカーレ
￥3,800以上の
コース限定
特別クーポン

通常プランにプラス¥2,000で飲み放題

2月おすすめプランFebruary ご予約はWEBからも承ります。
WEB限定特別プランも！ 詳しくはこちら

※表示料金はいずれもお一人様料金、税・サービス料が含まれています。※仕入状況によりメニュー内容を一部変更する場合がございます。※食物アレルギーをお持ちのお客様は、事前にお申し付けくださいませ。※当ホテルで使用しているお米は全て国産米です。※写真はイメージです。

ホテルHPがリニューアルしました！
ホームページ

※詳細は各レストランまたはWEBをご覧ください。

ミニブーケまたはケーキの特典付♪
記念日

や

誕生日
の

お祝い
に

特別な日にはホテルで
お祝いプラン がおすすめ
※その他プランでも別途有料にて承ります。

10名様まで

特別価格
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