
ご予約・お問い合わせはこちらから

TEL.026-235-3333（代表）

〒380-0838 長野市県町528-1   
FAX.026-235-3365　
E-mail:reservation@saihokukan.com    
http://saihokukan.com
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犀 北 館 な ら で は ！  さ ら に う れ し い サ ー ビ ス も ！

行き帰りも安心 ！
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
お早めに。

無料送迎
リムジンバス
（先着順）

2次会会場としてお部屋限定での
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。

移動もなく
ホテルでそのまま2次会

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な
んと通常の半額 ！

宴会・レストラン
ご利用者限定

当日予約宿泊プラン

お弁当やお惣菜、ホテルメイドの
パンやコーヒーなどのデリショッ
プはご家族へのお土産にもおす
すめです。

ご宴席の景品や
お土産に便利

ホテル内デリショップ

幹事様もラクラク♪ プランご利
用のお客様にはカラオケ（通常
16,200円（税込））やビンゴゲーム
を無料でお貸し出しいたします。

カラオケ
ビンゴゲーム

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 2017.6.1（木）〜2017.8.31（木）

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

Summer
Party Plan

2017
2017.6.1（木）〜2017.8.31（木）

充実のお料理と
飲み放題

【９種類】が付いて

5,000円〜
（税金・サービス料込）

◇こちらのプランはグリル洋定食とみんなのワイン食堂Seijiでのみご利用いただけます。
◇日本料理、中国料理のレストランでは別のプランをご用意しております。

飲み放題内容

●プレミアムモルツ生ビール  ※他各社　
●日本酒（長野県産）　●ワイン（赤・白）　
●ウィスキー　●ハイボール　●焼酎（芋・麦）　
●ソフトドリンク（オレンジ・コーラ・ウーロン茶・ジンジャーエール）
●ノンアルコールビール　●ノンアルコールカクテル

※ ご希望により他各社の瓶ビールへのご変更も承ります。  

生ビールをはじめ
豊富なお飲み物!!



［お　料　理］ クラシックホテル
 西洋料理ブッフェ
 ◇ご予算に合わせて日本
 　料理・中国料理との折衷
 　料理も可能です。

［お　飲　物］ ９種類の飲み放題付
［ご利用人数］  20名様から
［ご利用時間］ ２時間

初めての
犀北館プラン

お一人様 5,000円
（税・サ込）〜

［お　料　理］ 洋中折衷料理 
［お　飲　物］ ９種類の飲み放題付 

［ご利用人数］ 最大16名様まで
［ご利用時間］ ２時間

新和洋室プラン
お一人様 5,500円

（税・サ込）

料亭プラン

伝統ある場所で
お一人様ごとにフルコースをご用意

お一人様 10,000円（税・サ込）

［お　料　理］ 日本料理　中国料理　西洋料理 の
 いずれかのフルコースをお選びいただけます。

［お　飲　物］ ９種類の飲み放題付
［ご利用人数］  4〜30名様まで 

 ◇30名様以上の場合は、別の会場をご用意いたします。

［ご利用時間］ ２時間

こだわりのお飲み物が
充実

共通オプションメニュー   ◇料金はお一人様追加分です。

お造りを舟盛にグレードアップ
＋500円（税・サ込）

自家焙煎コーヒー
＋500円（税・サ込）

五目あんかけ焼きそば　
＋500円（税・サ込）

ローストビーフ　
＋1,200円（税・サ込）

●にぎり寿司
３貫    ＋600円（税・サ込）

５貫＋1,000円（税・サ込）

●鴨鍋 ＋1,500円（税・サ込）

●オードブル盛り合わせ
＋500円（税・サ込）

●麻婆豆腐 ＋500円（税・サ込）

●点心二種盛 ＋500円（税・サ込）

◇写真はイメージです。 この他にもさまざまな裏メニューをご用意しております。

カクテル10種飲み放題　
＋500円（税・サ込）

マグロの解体ショー
140,000円（税・サ込）〜

さらに
こんなことも！

◇仕入れ状況により料金の
　変動がございます。
◇50名様以上より承ります。

例えばこんなオーダーも
承っております。

◇オプションメニューのご注文は、８名様から承ります。
◇お飲み物のオプションに関しては、ご出席者全員でのご利用とさせていただきます。

40名様でのご宴席の場合
五目あんかけ

焼きそば
＋500円
（税･サ込）

オリジナル
デザート

＋500円
（税･サ込）

30名様分 10名様分

＋

オススメ オススメ

オススメ

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!

※1  ご希望により他各社の瓶ビールへのご変更も承ります。  ◇写真はすべてイメージです。  ◇仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。ご希望により他各社の瓶ビールへのご変更も承ります。  ◇写真はすべてイメージです。  ◇仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。※1  ご希望により他各社の瓶ビールへのご変更も承ります。  ◇写真はすべてイメージです。  ◇仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。ご希望により他各社の瓶ビールへのご変更も承ります。  ◇写真はすべてイメージです。  ◇仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

和洋・和中から選べる２コース！ 迷ったら安心・充実！！
ボリューム満点！! 犀北館のおすすめプラン！

得 パーティープラン

スタイリッシュに軽快なパーティーを !

カジュアルパーティー
プラン

食材ワンランクUPで和洋中のすべてが揃う！

お一人様 5,500円（税・サ込）

飲み放題内容 ●生ビール※1　●日本酒（長野県産）　●ワイン（赤・白）　●ウィスキー　●ハイボール　●焼酎（芋・麦）
●ソフトドリンク（オレンジ・コーラ・ウーロン茶・ジンジャーエール）　●ノンアルコールビール　●ノンアルコールカクテル

飲み放題内容 飲み放題内容

●生ビール※1　●日本酒（長野県産）　●ワイン（赤・白）
●ウィスキー　●ハイボール　●焼酎（芋・麦）
●ソフトドリンク（オレンジ・コーラ・ウーロン茶・ジンジャーエール）　
●ノンアルコールビール　●ノンアルコールカクテル

●生ビール※1　●日本酒（長野県産）　●ワイン（赤・白）
●ウィスキー　●ハイボール　●焼酎（芋・麦）
●ソフトドリンク（オレンジ・コーラ・ウーロン茶・ジンジャーエール）　
●ノンアルコールビール　●ノンアルコールカクテル

洋中折衷料理
（盛込み８品）

和洋中折衷料理
（盛込み８品）

洋  イタリアン生春巻き
洋  ポークミラネーゼ 
　 フレッシュトマトとハーブソース
洋  熱々ボロネーゼグラタン
中  ズッキーニと鶏肉の炒め
中  海老のチリソース
中  ピリ辛酢辣湯
中  棒棒鶏涼麺
● オリジナルデザート（クレームブリュレ）

和  旬魚と夏野菜 青しそ風味（銘々盛り）
和  鮎の塩焼き
和  ばってらと白身魚の棒寿司
洋  ローストポークと野菜のブレゼ
洋  鶏肉のコンフィ
　 きのこのクリームソース
中  キンシンサイと海老の炒め
中  蟹肉入りフカヒレの煮込み
● オリジナルデザート（ティラミス）

和中折衷料理（盛込み８品）

和  鶏ささみと新玉ねぎのぽん酢おろし 
　 旬の白身魚（銘々盛り）
和  かれい肉味噌 はさみ揚げ
和  冬瓜と手羽 あさり おでん
和  冷しとろろそば（銘々盛り）
中  豚肉と夏野菜の炒め
中  海老のチリソース
中  麻婆豆腐
● オリジナルデザート
　（なめらかマンゴープリン）

和洋折衷料理（盛込み８品）

和  鶏ささみと新玉ねぎのぽん酢おろし 
　 旬の白身魚（銘々盛り）
和  かれい肉味噌 はさみ揚げ
和  冬瓜と手羽 あさり おでん
和  冷しとろろそば（銘々盛り）
洋  海老と夏野菜のトマト煮
洋  豚肉ときのこのソテー 
　  粒マスタードのレモンクリーム
洋  ペンネのボローニャ風グラタン
● オリジナルデザート
　（なめらかマンゴープリン）

お一人様 6,500円（税・サ込）

カジュアルパーティー

飲み放題付!

本日のパスタ
＋500円（税・サ込）

オリジナルデザート　
＋500円（税・サ込）

パーティーを華やかに演出できるブッフェプラン

犀北館のパーティーのバリエーションが広がります！

★お造りを舟盛に
　グレードアップ
＋500円（税・サ込）

★オリジナルデザート追加でWデザートに
＋500円（税・サ込）

デザート＋コーヒー　＋1,000円 ➡ ＋800円（税･サ込）

★自家焙煎
　コーヒー
＋500円（税・サ込）

★カクテル
　飲み放題
＋500円（税・サ込）

オススメ の オプ ション 料 理

★お造りを舟盛に
　グレードアップ
＋500円（税・サ込）

★スパークリング
　ワイン飲み放題
＋500円（税・サ込）

オススメ の オプ ション 料 理

オススメ の オプ ション 料 理

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

オールキッチン
コラボレーションプラン

お一人様 7,200円（税・サ込）

コラボレーションプラン
飲み放題付!

★五目あんかけ
　焼きそば
＋500円（税・サ込）

飲み放題付!


