HACH IOJI
LIFE

月〜土 11：30a.m.〜3：30p.m.（ラストオーダー 3：00p.m.）
5：00p.m.〜9：30p.m.（ラストオーダー 9：00p.m.）
日・祝 11：30a.m.〜9：30p.m.
（ラストオーダー 9：00p.m.）

2階 ／ 中国料理 ＜南 園＞

ふかひれフェア 4月1日（月）〜4月30日（火・休）
ふかひれをメインに、
オマール海老やウニ、北京ダックなど豪華食材を取り入れた「贅沢華席」、
お気軽にふかひれ料理が楽しめる
「春麗」
をご用意いたします。

4

2019
APRIL

4月の京王プラザホテル八王子

15階 ／ 日本料理 ＜みやま＞

11：30a.m.〜3：30p.m.（ラストオーダー 3：00p.m.）
5：00p.m.〜9：30p.m.（ラストオーダー 9：00p.m.）

4月1日
（月）
〜4月30日
（火・休）
筍や蛤、
白魚、桜海老など春ざかりの素材を一堂に、
見目麗しい日本料理の世界をご堪能ください。

コース
「春麗 しゅんれい」

3,900円※サービス料・税金込（本体価格 3,284円）
海老のすり身入り湯葉包み ふかひれあんかけ／鶏肉の串焼き サテーソース
ふかひれあんかけ焼きそば ほか 全5品

コース
「贅沢華席

」

ぜいたくはなせき

シニア優待

7,500円※サービス料・税金込（本体価格 6,314円） （60歳以上の方）

7,000円

白卵のロワイヤルとふかひれの姿煮
蕪のふかひれ詰め ビーツソース
北京ダック／オマール海老の黒豆煮込み
ふかひれのあんかけチャーハン ウニソースかけ ほか 全7品

ゴールデンウィークにおすすめ！

［土日祝限定］
ファミリーオーダーバイキング

「春色御膳

※4月30日
（火・休）
〜5月2日
（木・休）
は除く

」3,900円※サービス料・税金込（本体価格 3,284円）

はるいろごぜん

御造り二種盛り合せ／茶碗蒸し／太刀魚けんちん焼き／若筍煮／えんどう豆つまみ揚げ
釜揚げしらす御飯 ほか 全9品

開業25周年記念
中国料理＜南園＞総料理長 李 国超が贈る春の賞味会
＜南園＞総料理長 李 国超による一日限りの開業記念メニューをご用意いたします。
＜南園＞総料理長

李 国超

日時：4月21日
（日） 受付 5：00p.m.〜

開宴 5：30p.m.〜

会場：4階／宴会場 人数：60名様
料金：

一般
ホテル会員

要予約

前菜・飲茶・海鮮料理など、
約40種類以上の食べ放題メニューを
出来立てでお楽しみいただけます。

14,000円（本体価格 11,785円）
13,500円（本体価格 11,364円）

料金：大人

※上記料金には、
ワンドリンク・サービス料・税金が含まれております。
※特別価格のため、
ポイントや他の割引・特典との併用はできません。
※定員になり次第、受付を終了とさせていただきます。

ランチ
ディナー

3,800円（本体価格 3,200円）
5,800円（本体価格 4,883円）

※お子様料金の設定もございます。 ※未就学のお子様は無料となります。

「お花見御膳

春のパーティプラン

WEDDING PLAN

期間限定

飲み放題付

2019年3月1日
（金）
〜 2019年5月31日
（金） 2時間制

歓送迎会のお集まりに、
選べるドリンクメニューが人気の宴会場プランです。

「ファミリープラン」

会席「春爛漫

シニア優待

」7,500円※サービス料・税金込（本体価格 6,314円） （60歳以上の方）

はるらんまん

姫さざえ白酢和え、蛸柔らか煮、桜胡麻豆腐 ほか／真鯛擂り流し／蛤若筍潮煮
鰆道明寺蒸し／白魚と桜海老真丈揚げ／鶏せいろそば ほか 全8品

7,000円

」5,900円※サービス料・税金込（本体価格 4,967円）

おはなみごぜん

御造り二種盛り合せ／茶碗蒸し／真鯛ちり蒸し
籠盛り
（ズワイ蟹霰揚げ、蛸柔らか煮、花見団子、鰆蕗味噌焼き、筍山椒焼き、姫さざえ磯煮 ほか）
桜御飯 ほか 全7品

お料理 ＋ 飲み放題

※20名様〜200名様まで

ご家族や親しい方々との
温かな時間を演出する
新ウエディングプラン。

15階 ／ 鮨処 ＜八一＞

【プランA】
お一人様

7,700円

【プランB】
お一人様

料金： 1名様 17,500円※通常料金18,500円 ※お料理、お飲物、室料、会場装花、サービス料・税金を含みます。
特典：・当日の新郎新婦様のご宿泊プレゼント ・列席者ご宿泊20％割引
（朝食付、39,010円相当）

8,800円

お問合せ・ご予約（042）
656 -6730 [ 宴会予約直通 ]

※写真はイメージです。※季節・天候により料理内容、器等が変更になる場合がございます。※特別プラン・一部商品は各種ご優待の適用外とさせていただきます。

お問合せ・ご予約／（042）656 - 6721［レストラン予約直通］

〒192 - 0083 東京都八王子市旭町14 -1

2,980円※サービス料・税金込（本体価格 2,510円） お持ち帰りOK

御椀／デザート付

春のおすすめにぎり

TEL.（042）656 - 3111

※御椀・デザートを除く

御椀／デザート付

4,100円※サービス料・税金込
（本体価格 3,452円）
もございます。

【 電 車 】京 王 線「 京 王 八 王 子 駅 」より徒 歩 3分 、J R「 八 王 子 駅 」北口前
【 車 】中 央自動 車 道「 八 王 子 第 一ランプ」より約15分

www.keioplaza.co.jp/hachioji

第二回 ソムリエ高山勝成が贈る
〜南半球ワイン〜

Web予約はこちらから

高品質ワインの産地として
人気の南半球ワイン。
鉄板焼とのマリアージュを
お楽しみください。

たっぷりの海鮮に菜の花、
筍をあしらった
春を感じる一品です。

◎10,000円、12,000円プランもございます。

11：30a.m.〜3：30p.m.（ラストオーダー 3：00p.m.）
5：00p.m.〜9：30p.m.（ラストオーダー 9：00p.m.）

「ワインの夕べ」

お花見ちらし鮨

混合ブッフェ
（洋・中）または 卓盛料理（洋・中）
中国料理コース

または

※記載の料金はサービス料・税金を含みます。

お問合せ・ご予約 0120 - 507- 802 [ ウエディング直通フリーダイヤル ]

15階 ／ 鉄板焼 ＜やまなみ＞

4月1日
（月）
〜4月30日
（火・休）

混合ブッフェ
（洋・中）または 中国料理コース

期間：〜2019年8月31日
（土）※2019年1月19日（土）以降にご成約のお客様に限ります。

11：30a.m.〜3：30p.m.（ラストオーダー 3：00p.m.）
5：00p.m.〜9：30p.m.（ラストオーダー 9：00p.m.）

松阪牛特撰ランチ

4月限定特典
ワンドリンク付

松阪牛のとろけるような味わいを
ランチで贅沢にお楽しみください。
12,800円※サービス料・税金込（本体価格 10,775円）
前菜／焼野菜／カナダ産オマール海老（半身）
松阪牛A5サーロイン（80g）ほか 全8品

日時：6月9日
（日）

受付 5：00p.m.〜 開宴 5：30p.m.〜

会場：15階 ／鉄板焼＜やまなみ＞
料金：

一般
ホテル会員

要予約

20,000円（本体価格 16,836円）
19,000円（本体価格 15,994円）

※上記料金にはスパークリングワイン、
白ワイン、赤ワイン2種、
サービス料・税金が含まれております。
※特別価格のため、ポイントや他の割引・特典との併用はできません。
※定員になり次第、受付を終了とさせていただきます。
ソムリエ 高山 勝成

2階 ／ レストラン ＜ル クレール＞

ランチ 平 日 11：30a.m.〜3：30p.m.（ラストオーダー 3：00p.m.） ディナー
土 日 祝 11：30a.m.〜4：00p.m.（ラストオーダー 3：30p.m.）

5：00p.m.〜9：30p.m.（ラストオーダー 9：00p.m.）

ゴールデンウィーク
スペシャルバイキング

5月3日
（金・祝）
（月・休）
〜6日

春のファミリーバイキング【2時間制】 4月1日（月）〜4月30日（火・休）

ランチ・ディナーともに、
この期間だけの特別メニューが登場！

人気のローストビーフや目の前で仕上げるパスタ、
グリドル
（鉄板）
で熱々をご提供するグラタンなど、
バラエティ豊富な料理が勢揃い。
ご家族やご友人同士で、
バイキングの賑やかな時間をお過ごしください。

大
エッググラタン
〜シーフード・ベーコン・バケット〜（平日L)

白身魚のソテー
〜赤ピーマンのヴルーテソース〜

シーフードとアボカドのパスタサラダ

ランチ

人

小学生

3,500円 2,300円

ディナー 4,500円 2,500円

※記載の金額には税金を含みます。
※混雑が予想されるため、
お早めのご予約をおすすめいたします。
※小学生未満無料。
※個室利用は15名様より承ります。

ランチ2部制となります。
（1時間45分制）
1部 11：15a.m.〜1：00p.m.／2部 1：45p.m.〜3：30p.m.
ディナー2部制となります。
（2時間制）
1部 5：00p.m.〜7：00p.m.／2部 7：30p.m.〜9：30p.m.

国産牛と根野菜のコムタンスタイル（D）

濃厚チーズで和えるパスタ〜2種のソース〜

Menu

パフェ ジャポネ

1階 ／ ＜ロビーラウンジ＞

4月30日
（火・休）
まで

9：30a.m.〜9：00p.m.（ラストオーダー 8:30p.m.）

おすすめランチ

エッググラタン 〜シーフード・ベーコン・バケット〜（平日L）
ローストビーフ
（平日D、土日祝LD）
濃厚チーズで和えるパスタ 〜2種のソース〜
アジア麺（L）／手巻き寿司（D）

わらび餅やなめらかな
抹茶プリン、
食感が楽しい
クッキーなど盛りだくさんの
パフェに、
お好みで黒蜜を
かけてお楽しみください。

サラダ・コーヒー付

アフタヌーン
ティー

4月1日
（月）
〜5月31日
（金）11：00a.m.〜3：00p.m.

生クリームとチーズの風味豊かなソース、厚切りベーコンが
アクセントのまろやかなスパゲティです。

4月30日（火・休）まで

12：00noon〜5：00p.m.

マンスリーケーキ

さくらロール

4月30日
（火・休）
まで

菜の花とベーコンのクリームスパゲティ

1,600円※サービス料・税金込
（本体価格 1,348円）

歓送迎会に
おすすめ

ふんわりとしたスポンジでフレッシュ苺と
クリームを巻いた、
桜香る和風ロールケーキです。
1ロール［テイクアウトのみ］1,980円※税金込
（本体価格 1,834円）
1ピース［イートイン］528円※サービス料・税金込
（本体価格 445円）
1ピース［テイクアウト］ 480円※税金込
（本体価格 445円）
※事前のご予約も承ります。

15階 ／ 日本料理 ＜みやま＞

「歓送迎会個室プラン」2時間制

特典
要予約

花束1つ
プレゼント

日本酒「高尾の天狗」やビールなど飲み放題付きの個室限定プラン。

（金）
期間：3月1日
〜 4月30日
（火・休）

ホテルの美食で

ご利用いただける、

※他の割引・特典との併用はできません。

〈メニュー〉
御造り二種盛り合せ
黒毛和牛タレ焼き
ほか 全8品

特典
要予約

ふかひれスープや海老のチリソースなど
＜南園＞人気メニューと飲み放題付きの個室限定プラン。

ディナー

平

日

土日祝
平

日

土日祝

2,800円
3,000円
3,600円
3,900円

花束1つ
プレゼント

小学生

魚のムースとシーフードのナージュ仕立て
（L）

2,500円
2,000円

3,300円

食べ放題・飲み放題プラン【2時間】ディナー

4,900円 女性・シニア 4,500円
〈平 日〉 大人
〈土日祝〉 大人・女性 6,200円 シニア
5,600円

鴨のポワレ〜ベリーソース〜（D）

※小学生未満無料。※記載の金額には税金を含みます。
※（L）
はランチのみ／（D）
はディナーのみ提供。

2階 ／メインバー＜プラフォン＞
5：00p.m.〜0：00a.m.（ラストオーダー 11：30p.m.）

プラフォンマンスリー vol. 37
「スプリング ヘヴン」4月1日
（月）
〜4月30日
（火・休）
青りんごが甘く香りたつ、
さわやかな春空のような
ブルーのカクテルです。
〜 Recipe 〜

春のシャンパンフェア 4月1日（月）〜6月30日（日）
「モントードン・ブリュット
・レセルヴ・プルミエール」
ブリオッシュのような優しい香りや
フレッシュフルーツの余韻なども楽しめる
爽やかで辛口の味わいは、食前酒はもちろん
お料理との相性も抜群です。

グラス 1,800円※サービス料・税金込

（本体価格 1,516円）

ボトル 12,000円※サービス料・税金込

（本体価格 10,102円）

期間中、館内のレストラン・バーラウンジで
お楽しみいただけます。
バーテンダー 山藤

浩幸

2階 ／ レストラン ＜ル クレール＞

2階／メインバー
〈プラフォン〉 1階／〈ロビーラウンジ〉

グラスシャンパン&
グラスシャンパン&
ドライフルーツと生チョコ ケーキ
2,300円※サービス料・税金込

（本体価格 1,937円）

※料理、
フリードリンク、
サービス料・税金込。

※他の割引・特典との併用はできません。

〈メニュー〉
蟹の卵入りふかひれスープ
海老のチリソース
牛肉の黒胡椒炒め
ほか 全7品

2,300円※サービス料・税金込

（本体価格 1,937円）

2階 ／メインバー＜プラフォン＞

「平日飲み放題付きディナーバイキング」2時間制

「カクテルディナープラン」2時間制

約70種の飲み放題が付いたお得なディナーバイキング。

前日までの要予約

オリジナルカクテルなど多彩なお飲物と西洋料理がセットになった特別プラン。
人数：2名様〜25名様
料金：6,000円

人数：4名様〜24名様
料金：8,000円

ボイルズワイ蟹（D）

ファウンテン
が
ート
レ

期間：3月1日
（金）
〜 4月30日
（火・休）

※料理、
フリードリンク、
サービス料・税金込。

飲み放題付の多彩なプランを

1,000円※サービス料・税金込
（本体価格 842円）

2階 ／ 中国料理 ＜南 園＞

料金：10,000円

さまざまなシーンで

ラン チ

シニア（60歳以上）

1,500円※サービス料・税金込
（本体価格 1,263円）

3,000円※サービス料・税金込（本体価格 2,526円）

「歓送迎会個室プラン」 2時間制

大人

・青りんごリキュール 40ml
・ブルーキュラソー 10ml
・コアントロー 10ml
・フレッシュライムジュース 10ml
・トニックウォーター 適量

1日10食限定 お飲物：2時間お替り自由

人数：4名様〜20名様

思い出に残るひとときを。

ご用意しております。

オードヴル・
オープンサンド・
スコーン・スイーツと
多彩な味わいを、
お替り自由のドリンクと
ご一緒にお楽しみ
ください。

トムヤムゼリー仕立て

場！
登

豚肩ロース肉のエギュイエット 〜彩り野菜と粒マスタード添え〜
白身魚のソテー 〜赤ピーマンのヴルーテソース〜
生ハムピザ（L）／国産牛と根野菜のコムタンスタイル（D）
シーフードとアボカドのパスタサラダ／マンゴーのトランシュ
抹茶プリン／ブルーベリーのヨーグルトドリンク
◆ シェフズパフォーマンス

豚肩ロース肉のエギュイエット 〜彩り野菜と粒マスタード添え〜

ローストビーフ
（平日D、土日祝LD）

チョ
コ

ブルーベリーの
ヨーグルトドリンク

平日：

大人
女性・シニア

シーフードサラダ／白身魚のソテー
〜赤ピーマンのヴルーテソース〜
牛肉のラグー〜ポテトと温野菜添え〜
シェフおすすめパスタ
フルーツ盛り合せ

4,900円
4,500円

※小学生未満無料。
※記載の金額には税金を含みます。
※土日祝の料金等も設定しております。
詳しくはお問合せください。
※他の割引・特典との併用はできません。

※料理、
フリードリンク、
サービス料・税金込。

＋

プラス1,000円でフレッシュフルーツ＆
シャンパンカクテルも飲み放題

カクテル各種（一部除く）
ウイスキー／焼酎／ワイン
生ビール／ソフトドリンク
※他の割引・特典との併用はできません。

