
※おせちはイメージです。詳細はお申し込みの際にご確認ください。
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シングル

平日 土休前日お部屋タイプ

ツイン

6,000円

5,500円

7,000円

6,500円

シングル

平日 土休前日お部屋タイプ

ツイン

7,000円

6,500円

8,000円

7,500円
※朝食はアネックス館での
和洋バイキング朝食となります。（7:00 ～ 10:00）
※上記の金額は、お一人様あたりの金額です。
※消費税・入湯税が別途必要となります。

今年の忘・新年会はぜひお泊り付きで

WINTER PARTY PLAN

2018 2019.1.3

ご宴会・ご宿泊のご予約、お問い合わせは

［FLOOR INFORMATION］

24 時間保育

あいむ保育園 いしがき園
サンバリー

1F
一時保育は前日までにご予約ください。
・0歳・・・・・700 円～ /h
・1～ 4歳・・・600 円～ /h
・5歳以上・・・500 円～ /h要

予約

デジタルフォトスタジオ

アートビジュアル アカデミー

24 時間［ 営業時間 ］

フルデジタルなのでスピード仕上げ可能。
お帰りの際にお渡し致します。

不定休［ 定休日 ］
10：30 ～ 18：00［ 営業時間 ］

TEL.0977-24-1022アネックス

5F
TEL.0977-21-6202

ソルバリエ
メディカルフィットネスセンター 

Ｍ’ｓ
リフレッシュルーム

病院との提携により安心・安全。
人気のヨガ・ピラティス等レッスンも豊富。

平日 10：00 ～ 23：00
土日 10：00 ～ 19：00［ 営業時間 ］

木曜日［ 休館日 ］
閉館 1時間前迄［ 最終入館 ］

◆ 10分￥1,000（税別）

お手軽な料金で
クイックマッサージを
ご利用いただけます。

22：30［ 最終受付時間 ］
18：00 ～ 23：00［ 営業時間 ］

アネックス

5F
TEL.0977-26-6563アネックス

4F
TEL.0977-26-6555

フェリエ ケイハン
トータル美容室 エステティックサロン

ラプティ
本当の美しさは心と体の両方が
健康であること。

10：00 ～ 19：00［ 営業時間 ］
18：00［ 最終受付時間 ］

癒しとやすらぎの空間にて
最高級のおもてなしをご堪能ください。

◆ 個室での癒しのシャンプー
◆ ヘア・メイク

9：00 ～ 19：00［ 営業時間 ］
［ 定休日 ］

アネックス

4F
TEL.0120-465-239アネックス

3F
TEL.0977-24-1022

フェイシャルエステ
スタンダードコース ￥3,800（税別）

館内利用者　 特別料金 ￥2,000（税別）

館内利用者 特別割引
一時保育基本料 10％OFF

宴会集合写真
当日仕上　￥1,260 ～（税別）
後日仕上　￥1,050 ～（税別）

月曜日 /［第１：第３］月・火曜日

駐車場
���台
完備



※ご予約は 8名様より承ります。※写真は 8名様盛りです。※写真はイメージです。

和洋中全 9品の上質な食材が煌めく
こだわりの料理が楽しい宴に華を添えます。

スタイルや人数により
様々なお部屋を

お選びいただけます。

宴会プラン

※写真はイメージであり実際のお料理とは異なる場合がございます。※入荷状況等によりお料理の内容が変更になる場合もございます。
※コースによっては事前予約が必要な場合がございます。※週末・休日前は特に込み合いますのでお早目のご予約をおすすめしております。
※価格はいずれも税別となります。※その他ご要望や・ご不明な点がございましたらお気軽に下記連絡先までお問い合せください。

注意
事項

昼食 11:30 - 14:00   (O.S 13:30)

夕食 17:30 - 24:00   (O.S 23:00)

●瓶ビール ●焼酎
●ハイボール ●チューハイ
●日本酒 ●ソフトドリンク

￥4,000（税別）お一人様 ￥4,000（税別）お一人様飲み放題
120分付

飲み放題
120分付

大切なお客様のおもてなしに
きめ細かくお応えできる会場をご用意しております。PARTY ROOM［パーティールームのご案内］

￥4,000（税別）お一人様

和洋中卓盛りコース 全9品

￥5,000（税別）お一人様

和洋中卓盛りコース お刺身付全9品

料理 飲み放題
お一人様

￥1,500 ￥4,000￥2,500 合計
（
税
別
）

ラクレットコース

● コーヒー

● デザート

● ラクレットチーズ

● 本日のスープ

● イタリアンサラダ

● 手羽先のバルサミコ酢グリル

● アンティパストミスト

ソーセージ、ベーコン、エビ、
ブロッコリ、ジャガイモ、インゲン
アスパラ、バケット etc

￥4,000（税別）お一人様

● コーヒー

● デザート

● パン

● 牛リブロースのグリル香草バター添え

● 赤魚のスコッタート トリュフソース

● シェフおまかせパスタ

● アンティパストミスト

シェフおまかせコース

バラエティ豊かなワインを
豊富に取り揃えています。

料理をもっと「華やか」に。
SUN VALLEY
        SELECT WINE

昼食 11:30 - 14:00   (O.S 13:30)
カフェタイム 14:00 - 18:00  

夕食 18:00 - 22:00   (O.S 21:00)アネックス

1F

牛しゃぶコース
お一人様

山海鍋コース
お一人様

とらふぐ鍋コース
お一人様

2名様より 2名様より2名様より

由布会席コース
お一人様

久住会席コース
お一人様

若潮会席コース
お一人様

2名様より 2名様より2名様より

夕食 18:00 - 22:00   (O.S 21:00)

アネックス

2F
瓶ビール /焼酎 / ハイボール
チューハイ /日本酒 /ソフトドリンク

￥2,000
飲み放題プラン

手作り蕎麦・居酒屋手作り蕎麦・居酒屋まるやまるや

華やかな料理を囲み語らう
優雅なひと時を。 ※写真はイメージです。

サンバリー

3F

～大分の名物を詰め込んだ～

別府定食￥1,000
（
税
別
）
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※写真はイメージです。

［4名様より承ります。］

同窓会・送別会・女子会
社内行事にとさまざまな場面で

ご利用いただけます。

パーティープラン

ビール /焼酎 / ハイボール
チューハイ /ソフトドリンク

飲み放題付
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