
犀北館ホテル 秋のパーティープラン
Autumn Party Plan

2017.9.1㈮ ～ 2017.10.31㈫
プラン内容、お料理メニューはホームページでもご覧いただけます。

バラエティ豊富な折衷料理と多彩な飲み放題が付いたお得なプラン

〈お料理内容〉 〈お料理内容〉 

※写真はイメージです※写真はイメージです※写真はイメージです

〈お料理内容〉

カジュアルパーティープラン
オールキッチン
コラボレーションプラン

和中折衷料理　　盛込　8品 和洋折衷料理　　盛込　9品 和洋中折衷料理　盛込　9品

お一人様 5,500円（税・サ込） お一人様 6,500円（税・サ込） お一人様 

・戻り鰹の変わりタタキ ・旬魚のふき寄せ盛り
・カレイとジャガイモそうめんの旨味餡 ・白身魚の蕪蒸し
・熟成豚の串揚げ

・海老とハムのトルティーヤ

・鴨鍋
・海老のチリソース

・ボローニャ風ラザニア

・ローストポーク　バルサミコ風味

・鶏肉ときのこの炒め

・旬魚のお造りと彩野菜のポン酢おろし

・鶏肉のしっとりコンフィ仕立て

・彩野菜と卵のスープ

・鶏肉のロティ 野菜のトマト煮込みを添えて
　　　　　　　きのこのフリカッセソース

・蓮の葉蒸しご飯

・牛肉と根菜の旨煮
・蟹入りフカヒレスープ

・キャラメルパンナコッタ

・ニギスと豆腐の煎りだし
・海老のあっさり生姜炒め・豚ロースときのこのソテー

・棒寿司二種
・ティラミス

・鴨鍋   〆の蕎麦
・キャラメルポワール

7,500円（税・サ込）

〈お　飲　物〉 
飲み放題は15種類以上!!

●  ビール　●  ワイン（赤・白）　●  ウィスキー　●  日本酒　●  焼酎（麦・芋）　●  ハイボール　
●  ノンアルコールカクテル　 ●  ノンアルコールビール　●  ソフトドリンク各種

〈ご利用人数〉洋室10～400名様まで　和室10～18名様まで
〈ご利用時間〉２時間

犀北館のパー
ティーがお値

打に

コスパもボリ
ュームも納得

！
和洋中の饗宴

得  パーティープラン

カクテル(10種)飲み放題
　　　　　　　＋500円
　　　　　　　　　　　　　　(税・サ込)

お造りを豪華な舟盛りに
グレードアップ　＋500円
　　　　　　　　　　　　　　　　(税・サ込)

オリジナルデザートをWに
　　　　　　　＋500円
　　　　　　　　　　　　　　(税・サ込)

五目あんかけ焼きそば
　　　　　　　＋500円
　　　　　　　　　　　　　　(税・サ込)

蟹とレタスのチャーハン 
若鶏の唐揚げ　油淋鶏ソース掛

豊富なオプションでパーティーはもっと華やかに！

●  本日のシェフの気まぐれパスタ 円 
●  自家焙煎コーヒー 500円 

● 

● 

● 

 和牛のローストビーフ 　1,200
　500

円

●  オードブル盛り合せ 500円

500円

にぎり寿司3貫

●  麻婆豆腐 円 
●  海老のチリソース 500円 

● 

● 

 にぎり寿司5貫 　1,000
　500

円

●  鮪の解体ショー(50名様～)
※解体ショーは仕入れ状況により
　料金が変動する場合がございます

お一人様追加料金(税・サ込)

140,000円～

600円

500円

他にもこんなオプションメニューが人気です!!

女性に
嬉しい！ 人気No

.1！
甘いも

のは別
腹！

やっぱ
り麺類

！！



カジュアルなブッフェ料理でのパーティー
２時間飲み放題付きプラン 

室数限定！くつろげる和洋室で
お得なパーティープラン

例えば会社のご接待や大切な方々との和やかな
ご会食など…。ワンランク上のパーティープラン

初めての犀北館プラン 新和洋室プラン 料亭プラン

＜お料理内容＞

クラシックホテル西洋料理ブッフェ

※こちらのプランは20名様より承ります。

華やかにパーティーを彩る
豊富なお料理10種のブッフェスタイル

写真は会場レイアウトの一例です。

伝統あるホテルの料亭でフルコースのご会食を

お一人様 5,000円（税・サ込)～

＜お料理内容＞

和中折衷料理（8品）

＜お料理内容＞
日本料理・中国料理・フランス料理

よりお選びいただけます

※こちらのプランは最大16名様までのプランです。

お一人様 5,500円（税・サ込)
※写真の会場は4~30名様までご利用いただけます。

30名様以上の場合は、別の会場をご用意いたします。

お一人様 10,000 円（税・サ込)～

※写真はイメージです。

充実の10品 お料理は
フルコー

ス

TOiGO

長野駅

長野
市役所

中央郵便局

八十二銀行

県庁

ご予約・お問い合わせはこちらから

TEL. 026-235-3333 （代表）

犀北館でのパーティーなら
さらにこんな嬉しいサービスも…

！ 心安もり帰き行
会社や駅まで送迎いたします。
台数限定のため、お申し込みは

）順着先（。にめ早お

各プランのお料理メニュー（秋のパーティープラン用）およびオプション料理は、ホームページ http://saihokukan.com 又はスタッフにお問い合わせください。 
上記プラン以外にも、ご予算やご要望に応じてご提案いたしますので、お気軽にご相談くださいませ。

〒380-0838
 
長野市県町528-1

   
FAX.026-235-3365

　

E-mail:reservation@saihokukan.com    ht tp: / /saihokukan.com

無料送迎リムジンバス

カラオケやビンゴゲームも無料でお貸出
しいたします。
機材に限りがあるため、お申し込みは

）順着先（。お早めに

カラオケ・ビンゴゲーム

お部屋限定でカラオケ利用も可能。
また、バーでゆっくりとお酒やコーヒー
もお楽しみいただけます。

移動なしでホテルでそのまま2次会も！

宴会やレストランを当日ご利用のお客様
限定特典。当日17:00以降のお申し込
みでご宿泊料金が通常の半額  に！！

秋のパーティープランご利用者限定！
当日予約宿泊プラン

 

その他パーティー形式やご用向きに合わせた各種プランを取り揃えております！

こじんまりとしたお部屋に気心知れたゲスト同士で
のんびりと過ごす、アットホームなパーティー

豊富な飲み放題付 豊富な飲み放題付豊富な飲み放題付
表面の飲み放題メニューをご確認くださいませ。 表面の飲み放題メニューをご確認くださいませ。 表面の飲み放題メニューをご確認くださいませ。

写真はイメージです。

居酒屋プラン
2時間の飲み放題
お料理6品付 お一人様 5,000円（税・サ込）

◇2名様～９名様以下のグループに限らせていただきます。 10名様以
上の場合は、バンケットルーム宴会プランをご利用くださいませ。

◇飲み放題は２時間が基本です。 ただし営業終了時間までとさせ
ていただきます。 入店時間にご注意くださいませ。

◇お席に限りがございますので、事前のご予約をおすすめいたします。

ビールやワインに加え、こだわりのカクテルなど
20種類以上の豊富なドリンクメニューが全て飲み放題︕

17:00～21:00
（20:30L.O.）

営業時間

日本料理

日本料理

17:00～21:00
（20:30L.O.）

営業時間

中国料理

中国料理

18:00～23:30
（22:00L.O.）

）

営業時間

グリル洋定食と
みんなのワイン食堂

期間 2017.9.1（金）～2017.10.31（火）

ビ ス ト ロ

他にもこんな楽しみ方が︕
料理はお店で
好きなものを
選びたい。

コース料理で
ゆっくり食事を
楽しみたい。

宴会のあとは
ホテルのバーで
２次会︕

時間単位で
飲み放題が選べます。
１時間 1,350円（税込・サ別）
２時間 2,200円（税込・サ別）

飲み
放題

◇写真はイメージです。

レストラン
を

居酒屋代わ
りに

楽しもう!
!

ビストロ

◇上記プランは｢グリル洋定食とみんなのワイン食堂Seiji｣と｢日本料理 紀元茶寮｣でご利用いただけます。
◇｢中国料理  寒山拾得｣では別のプランをご用意しております。お気軽にお問い合わせくださいませ。

リニューアル
キャンペーン中！
ご利用のゲストの皆様に
乾杯用のスパークリング
ワインをプレゼント


