対人距離が確保された
レイアウトのご提案

宴会場入退室時の
噴霧消毒対応
もちろん

その 他 の 対 策 も 徹 底 し て お り ま す

客室などの噴霧除菌・消臭対応に

カンファ水は衛生管理を徹底して
いる各業界でも使用されています。

ドアノブ、マイクなど
什器備品の
アルコール消毒

スタッフのマスクの着用、
健康管理の徹底

定期的な換気

会場出入口や受付に
消毒液の設置

お客様への
検温を実施

お料理の
銘々盛り対応

和と洋の融和
シャンパンで仕込んだ
合鴨のロティ
web注文可能
¥4,800（税込）

地方発送可能

信州豚と信州野菜の
コンソメとんしゃぶ
2人前 ¥4,200（税込）
4人前 ¥7,200（税込）

web注文可能
地方発送可能

新 しい生 活 様 式には新 しい食 事 様 式 を︒

信州牛のローストビーフ 500g ¥6,400（税込）

地方発送可能

私 ども 犀 北 館ホテルではいつもお世 話になっている 長 野の皆 様 をはじめ︑

web注文可能

首 都 圏のお客 様や 百 貨 店にも 信 州の魅 力 をお届けしております ︒

プライベート向きの贅をつくした
新商品を少しだけご紹介

○このパンフレットは2020年8月に作成したものです。○商品の性質及び配達エリアの都合上、一部発送をお断りする場合がございます。予めご了承くださいませ。
お問い合わせ
〒380-0838 長野県長野市県町528-1 https://www.saihokukan.com

※お酒は別売

web注文可能
地方発送可能

至極のグルメセレクションBOX（４名分）

¥23,980（税込）
※お酒は別売

web注文可能
地方発送可能

カジュアル感を加えたグルメセレクションBOX（４名分） ¥15,000（税込）
※生ビールは別売

web注文可能

その他テイクアウト商品
のカタログダウンロード
はこちらから

地方発送可能

肉グルメ詰め合わせBOX（４名分）
¥9,500（税込）

web注文可能

ご注文は
こちらから
※写真はイメージです。

カンファ水噴霧器
全50台以上
フル稼働中！

3密を避ける為、換気や広々とした会場レイアウトのご提案はもちろん
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カンファ水の会場噴霧や用途に応じたアルコール、
酸性水などの殺菌用衛生水の使い分けなどホテル独自の
厳しい安全基準を設け対策を徹底しております。

社内懇親会に

アウトドア・レジャーに

NEW PARTY PLAN

15 種類飲み放題付 ＋ 和中折衷料理 8品

¥6,500（税サ込）

PARTY PLAN

冠婚葬祭の新しいかたち

宴会料理を
ご自宅やオフィスなど
様々なシーンで楽しむ
新しいご提案
※全て、外寸：18cm×18cm×5cm×2段

銘々盛り対応可

［ご利用人数］ 10 名様からご利用いただけます。

広々としたホテルの宴会場
で懇親会を楽しむご提案

・鶏モツのコンフィサラダ
・パテ・ド・カンパーニュ
・鶏レバームース
・ポークミラネーゼ
・生ハムのサラダ
・タコのカプレーゼサラダ
・鶏肉ときのこのフリカッセ
・帆立貝のポワレ
・本日のデザート

C
和・洋・中すべてのキッチンより
お届けするワンランク上のお料理

特別な宴会プラン
15種類飲み放題付 ＋
和洋中折衷料理 9品

バンケットカジュアルBOX ¥5,000

（税込）

¥8,000（税サ込）
銘々盛り対応可

・和牛のローストビーフ
・鶏肉のコンフィ
・白身魚と貝類の
ブルギニョン風
・魚介類のラタトゥイユ
・イタリアン生春巻
・ボローニャ風ラザニア
・本日のデザート

［ご利用人数］

10 名様からご利用いただけます。

日曜日から水曜日限定だからお得

犀北館ホテルの貴賓室︒

会場内の美術品や

旧建築から移設した調度品などが︑

伝統と格式を感じさせる特別なお部屋 ︒

お料理はお客様のお好みや

ご用向きに合わせたフルコースを︒

日本料理・中国料理・

西洋料理の中からお選び頂けます︒

B

カジュアルプラン

この価格でこの品数！

D

バンケットグルメBOX

15種類飲み放題付 ＋
和中折衷料理8 品

銘々盛り対応可

料亭プラン

料亭利用可

15種類飲み放題付 ＋ 和洋中いずれかのフルコース

¥10,000（税サ込）

［ご利用人数］

4〜30名様まで

ボトル
ワイン
付き

¥6,500

（税込）

日本料理 ¥10,000

（税込）

日本料理 ¥8,000

（税込）

日本料理 ¥6,500

（税込）

お持ち帰りセットのドリンクは、基本赤ワインをご用意しておりますが、白ワイン、地ビール、ノンアルコールスパークリングワイン、
スパークリングワイン（＋400円）などのご用意もございます。お気軽にお申し付けくださいませ。

¥6,000（税サ込）

※お持ち帰りは 2 個から、宴会場利用
は10 個からご利用いただけます。

バンケットグルメBOXに関しましては、ホテルでお召し上がりいただく場合は株式会社 長野ホテル犀北館、
お持ち帰りいただく場合は株式会社 鐵扇
（グループ企業）
が販売いたします。

銘々盛り対応可
［ご利用人数］

10 名様からご利用いただけます。

宴会場でもお召し上がりいただけます！
こちらの 2 段 BOXシリーズは
お持ち帰りはもちろんのこと、
ホテル内のすべての宴会場で
お召し上がりいただけます。
お飲み物代、サービス料
10％が追加となります。

全プラン飲み放題 15 種類付
日本料理・中国料理・西洋料理の各フルコースで愉しむ。

犀北館が提案する法人宴会や

ボリュームも 大 満 足！ 実 はコストパフォーマンスも 抜 群です︒

定番中華とやさしい和食のプラン

今だからこそ歓迎会にも
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A

ご家族のお集まりに

『新しい生活様式』今だからこそ、

もちろん

宴会場でも
利用可能

ボリューム満点中国料理 × 旬を愉しむ日本料理

オンライン飲み会に

瓶ビール / 日本酒 / 赤ワイン / 白ワイン / 芋焼酎 / 麦焼酎 /
ウィスキー / ハイボール / ノンアルコールビール /
ノンアルコールカクテル２種 / オレンジジュース /
コーラ / ウーロン茶 / ジンジャーエール
※写真はイメージです。

宴会場を利用する場合

１５種類の
2時間飲み放題

例）バンケットカジュアル BOX を宴会場で飲み放題と一緒に利用する場合

￥5,000 + サービス料10％ ¥500 +
15種類の飲み放題 ¥2,200

￥2,200

（税サ込）

・20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています・妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の
発育に悪影響を与える恐れがあります・お酒は適量を・飲酒運転は法律で禁止されています

お一人様

¥7,700

（税サ込）

※酒類販売は株式会社 鐵扇（グループ企業）が行います。
※写真はイメージです。

