
奈良の味覚を満喫！

オータムランチ
２０２０年１０月１日(木)～１２月３０日(水)
１１：３０～１４：００（最終入場１３：３０）
２０２０年１０月１日(木)～１２月３０日(水)
１１：３０～１４：００（最終入場１３：３０）
２０２０年１０月１日(木)～１２月３０日(水)
１１：３０～１４：００（最終入場１３：３０）

期間

※料理内容は秋の参考メニューです。季節により変更になります。
※オマール海老は、アメリカンロブスターを使用しております。

◎ 先附 羽二重蒸し  栗摺り流し  栗
◎ 旬菜楽盛 季節の盛り合わせ
◎ 主菜　　～お好みの主菜をお選びください～
 ・牛肉ときのこのすき焼き
 ・季節の味覚　天婦羅盛り合わせ
 ・国産牛肉のステーキ
 ・オマールエビのチリソース
◎ 食事 季節の炊き込みご飯
◎ 香の物 二種盛り
◎ 留椀 赤出汁
◎ 水菓子 季節のデザート

料金
10月31日までお一人様 ２,３００円！！10月31日までお一人様 ２,３００円！！10月31日までお一人様 ２,３００円！！
正規料金 お一人様 ２,５３０円のところ、正規料金 お一人様 ２,５３０円のところ、正規料金 お一人様 ２,５３０円のところ、
皆様のご愛顧に感謝を込めて☆皆様のご愛顧に感謝を込めて☆皆様のご愛顧に感謝を込めて☆

２０２０年１０月１日(木)～１２月３０日(水)
１１：３０～１４：００（Ｌ．Ｏ．１３：３０）/１８：００～２１：００（Ｌ．Ｏ．２０：３０）
２０２０年１０月１日(木)～１２月３０日(水)
１１：３０～１４：００（Ｌ．Ｏ．１３：３０）/１８：００～２１：００（Ｌ．Ｏ．２０：３０）
２０２０年１０月１日(木)～１２月３０日(水)
１１：３０～１４：００（Ｌ．Ｏ．１３：３０）/１８：００～２１：００（Ｌ．Ｏ．２０：３０）期間

ランチ　お一人様 ４,５００円 / ディナー　お一人様 ７,２６０円ランチ　お一人様 ４,５００円 / ディナー　お一人様 ７,２６０円ランチ　お一人様 ４,５００円 / ディナー　お一人様 ７,２６０円料金

ランチ・ディナー共に３日前までのご予約制となります。

選べるメイン料理
4種類の選べるメイン料理をご用意致しました。

下記よりお好きな主菜を一品をお楽しみいただけます。

和・洋・中レストランでご用意してます♪

ランチ＆ディナーコース
…… 注意事項 ……
※３日前までにご予約下さい。当日はフロントまでお越し下さい。
※お食事は１１時半からのご用意となります。遅れる場合、ホテル
　までご連絡下さい。小学生以下のお客様は、お席のみのご予約と
　なります。お料理をご希望の場合、レストランで別途ご注文下さい。
※大浴場  利用時間１５時～１７時まで。お一人様 1枚フェイス
　タオルをご用意しております。幼児のお子様には付きません。
※大浴場はひのき風呂・岩風呂の２種類、毎日男女日替りでご利用
　頂けます。混雑状況により入場制限をかける場合がございます。
※休憩室  利用時間１２時～１７時まで。ルームウェア・アメニティ
　等のご用意はございません。休憩室はホテルおまかせとなります。
※貴重品はご自身でお持ちいただくか、フロントにてお預け下さい。
※ホテル地下駐車場をご利用の方は６時間サービスとなります。
　駐車券をフロント担当にお渡しください。

湯うゆう
　　  プラン

ホテルで
日帰り

リゾート♪

ランチ×温泉×休憩室！

欲張り満喫♪

小学生  ２００円
幼児 　  無料

※お食事はオータムランチのみとなります。

２０２０年１０月１日木 ▶１２月３０日水まで

3,700円大人
お一人様

料 金[ 要予約 /２名様より]

収穫祭
- ワイン×フレンチ -

日時 2020 年 10月 11日 ( 日 )
 受付 17：30　開演 18：00
会場 8F スカイレストラン橿原
料金 お一人様 16,500 円
定員 24 名様

日時 2020 年 10月 11日 ( 日 )
 受付 17：30　開演 18：00
会場 8F スカイレストラン橿原
料金 お一人様 16,500 円
定員 24 名様

実りの秋の味覚を楽しむワインと、料理長とっておきの
フランス料理のマッチングを心ゆくまでお楽しみ下さい。
実りの秋の味覚を楽しむワインと、料理長とっておきの
フランス料理のマッチングを心ゆくまでお楽しみ下さい。

協力：農と発酵 Zen / ヘレンベルガー・ホーフ（株）
※ドリンクはホテル指定飲料となります。

Christmas Dinner
～ 聖夜を彩るプレミアムクリスマスディナー ～
２０２０年１２月２３日(水)～１２月２５日(金)
スカイレストラン橿原 １８：００～２１：００（Ｌ．Ｏ．２０：３０）
２０２０年１２月２３日(水)～１２月２５日(金)
スカイレストラン橿原 １８：００～２１：００（Ｌ．Ｏ．２０：３０）
２０２０年１２月２３日(水)～１２月２５日(金)
スカイレストラン橿原 １８：００～２１：００（Ｌ．Ｏ．２０：３０）期間

お一人様 １２,１００円お一人様 １２,１００円お一人様 １２,１００円料金

※写真は昨年のクリスマスディナーのイメージです。

ホテル最上階レストランにて、
聖夜を彩るディナーをご用意しました。
シェフが織りなす優美で鮮やかな
フランス料理と共に、特別な日を
大切な人とお過ごしください。

お席に座ったままお好きなものをお好きなだけ♪

中国料理オーダーバイキング

【ご夕食】中国料理オーダーバイキング [90 分制 ]
★1名様につきフカヒレ姿煮 1皿付き！
☆幼児のお子様はご夕食無料！
※フカヒレの姿煮は 1名様 1皿、食べ放題には含まれません。
※小学生でご予約のお子様は大人様同等ご夕食でのご用意となります。
※幼児 (3歳以上～未就学児 )でご予約のお子様はご夕食は無料ですが、
　朝食バイキング代金 1,210 円が必要となります。
※休前日は料金アップとなります。
※大人お一人様につき別途入湯税が必要となります(中学生以上150円 )。
※本プランの予約が完了した時点ではGoToトラベルキャンペーンの
　割引は適用されません。予約後 STAYNAVI（ステイナビ）に移動し、
　GoToトラベルキャンペーン割引クーポンの取得を行ってください。
　チェックイン時にスティナビにて取得されましたクーポン番号（印刷
　または保存画面）を提示いただくことにより割引が適用となります。
　(キャンペーン対象は 2021年 1月 31日のご宿泊迄となります）

□ 1泊夕朝食付【2名1室 /平日】

14,300円～大人
お一人様

【 Go Toトラベルキャンペーンご利用の場合 】
( 例 ) 1 泊夕朝食付 ( 2名1室 )
　　 大人 1名様 平日14,300 円～

Go To トラベルご利用で３５%OFF！
大人 1名様　平日 ９,２９５円～ ！！

宿泊期間 2020年１０月１日(木)～2021年３月３１日(水)
除外日：2020年12月30日(水)～2021年1月3日(日)
2020年１０月１日(木)～2021年３月３１日(水)
除外日：2020年12月30日(水)～2021年1月3日(日)
2020年１０月１日(木)～2021年３月３１日(水)
除外日：2020年12月30日(水)～2021年1月3日(日)
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※金額には消費税・サービス料が含まれます。 ※掲載写真は全てイメージです。 ※料理内容等は都合により変更になる場合がございます。器、演出等はイメージです。 ※20歳未満の方、お車等を運転される方への酒類のご提供は出来ません。※コロナウイルスの感染状況により、中止または変更させて頂く事もございます。ご理解頂きますようお願い申し上げます。

オータムランチ

前売りチケット発売中

お得にオータムランチを楽しもう！
ホテルフロント・レストラン・お電話で
お気軽にお問い合せください。

料 金　　    正規料金 お一人様 ２,５３０円のところ、
　　    前売りチケットお一人様２,３００円！

期 間 ２０２０年１０月３１日土まで

【お取り寄せ】ホテルセレクション

産地からの贈りもの
ＴＨＥ　ＫＡＳＨＩＨＡＲＡの
ショッピングプラザ店長が皆様に
オススメする古都・奈良の隠れた
名産品や、イチオシ商品をご自宅
にお届けいたします！

和食レストラン まほろば

松柏亭

掘りごたつ式の和室です。1部屋最大
6名様までご利用いただけます。

料 金 １部屋 ………… ５,０００円
２部屋 ……… １０,０００円

※ご利用時間：最大2時間。
※お料理代と別途個室料を頂戴します。

中国料理レストラン 鳳凰

個室

円卓テーブルのお部屋です。1部屋
最大10名様までご利用いただけます。

料 金 １部屋 ………… ５,０００円
２部屋 ……… １０,０００円

※ご利用時間：最大2時間。
※お料理代と別途個室料を頂戴します。

情に棹
させば


