
宴会場（2019新春ブッフェ会場）・レストランを
ご利用のお子様・ご家族様へ
ポップで軽量なブロックでつくられたアミューズメントエリアが1階
『ザ・ルーム』に登場。お子様同士でも家族でも楽しめるビルディング
ブロック。ブロック遊具やポップでカラフルな、おおきなブロックを
自由に組み立てて遊ぶことができます。
日時： 1月1日(火・祝)　2日(水)　3日(木)　
 12：00～18：00
場所： 1階「ザ・ルーム」
※未就学のお子様には、保護者様の同伴をお願いいたします。

贅沢を満喫できるヒューイットの福袋。
2019年にちなんで、¥200,019 ¥20,019 ¥2,019、3種類を販売
いたします。1月1日～3日まで2階『甲陽の間』新春ブッフェ会場前で、
ブッフェ受付時間のみ販売。なくなり次第終了いたします。

新春気分を盛り上げる、ロビーに響く生演奏を
お楽しみください。
日時： 1月1日(火・祝)　2日(水)　3日(木)
 ①11：00～　②13：15～　③16：45～
場所： 1階「ロビー」

Made in Hewitt ヒューイット福袋販売

ロビーコンサート

お子様に人気 ！ 話題のビルディングブロック
New！New！

入場無料 ￥2,019 (￥6,000相当)を10本
お一人様からグルメ堪能 福袋

￥200,019 (￥350,000相当)を3本
ペアでゴージャス 福袋

￥20,019 (￥40,000相当)を10本
ペアでグルメ堪能 福袋

甲陽の間
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日時： 1月1日(火・祝) 2日(水) 3日(木)
 2019新春和・洋・中プレミアムブッフェ会場受付時
 （各時間帯開始30分前から）販売いたします。時間帯については
 裏面2019新春和・洋・中プレミアムブッフェ欄をご参照ください。
場所： 2階『甲陽の間』
 2019新春和・洋・中プレミアムブッフェ会場前受付横

2019年1月1日（火・祝）～3日（木）

新春イベント
ホテルヒューイット甲子園のお正月
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2019年1月1日（火・祝）～3日（木）
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宴会予約  TEL.0798・45・3105（直通）

2019年1月1日（火・祝）・2日（水）・3日（木）　2階 甲陽の間　会場全席禁煙

〈1部〉11：15～12：45 〈2部〉13：30～15：00
大人  ￥4,700　小学生  ￥3,000　2歳以上  ￥850

ランチ

〈1部〉17：00～18：30 〈2部〉19：15～20：45
大人  ￥6,400　小学生  ￥3,800　2歳以上  ￥850

ディナー

大人  ￥4,200　小学生  ￥2,800　2歳以上  ￥850ランチ

大人  ￥5,400　小学生  ￥3,500　2歳以上  ￥850ディナー

2019 新春 和・洋・中プレミアムブッフェ
宴会場

イメージ

※料金には、料理・ソフトドリンク、サービス料・税金が含まれます。

1月3日は特別料金にて開催 ！

※2歳以上は通常料金

※３日の夜の部は、1部制（17：30～）となります。

お子様から大人まで楽しめる趣向を凝らした多彩なお料理、シェフが目の前で調理するライブキッチン、
まぐろの解体パフォーマンス、そしてパティシエ特製のスウィーツまで多数ご用意しております。

ホテルヒューイット甲子園のお正月
2019 新春 和・洋・中プレミアムブッフェ

＆ 新春レストラン

飲み放題プラン ￥1,800
・ビール
・ウイスキー
・ハイボール

・レモンサワー
・焼酎（麦・芋）
・日本酒

・赤・白ワイン

※飲んだ分だけ
　精算も可能です。

ブッフェの目玉
まぐろの解体
パフォーマンス

レストラン ＆ バー 2019年1月1日（火・祝）・2日（水）・3日（木）

〈お正月ランチ＆ディナー〉 ※12月31日（月）ディナーよりご利用いただけます。
新春折衷料理コース
初暦 ￥8,000  初空 ￥10,000  初春 ￥12,000  初夢 ￥15,000
〈アラカルトメニューもご用意しております。〉
例： ●おまかせ握り寿司盛り合せ（10貫） ￥6,000
 ●おまかせ天麩羅盛り合せ（8種） ￥3,000
 ●黒毛和牛サーロイン100ｇ ￥9,000
 ●鮑のオイスターソース煮込み（小盆） ￥4,800

〈お正月朝食ブッフェ〉
 大人 ￥2,400  小学生 ￥1,400  小学生未満無料
〈お正月ランチブッフェ〉
① ② 大人 ￥4,500  小学生 ￥2,900  2歳以上 ￥750
  ③ この時間帯だけお得な価格 ※1日・2日のみ
   大人 ￥3,500  小学生 ￥1,900  2歳以上 ￥650
〈お正月ディナーブッフェ 1日・2日〉 大人 ￥6,000  小学生 ￥3,600  2歳以上 ￥750
〈お正月ディナーブッフェ 3日〉 大人 ￥5,000  小学生 ￥2,600  2歳以上 ￥650
※ブッフェのお食事時間は1時間30分までとさせていただきます。

ウイスキー・ブランデー   ￥900～
カクテル  ￥950～
ビール   ￥800～

ソフトドリンク   ￥700～
ケーキセット   ￥1,200～
※1日～3日は全席禁煙とさせていただきます。

ランチ ①11:30～13:30 
 ②14:00～16:00
 （各30分前ラストオーダー）

ディナー ①17:00～19:00 
 ②19:30～21:30
 （各30分前ラストオーダー）

営業 17:00～22:30
 （22：00 ラストオーダー）

営業 10:00～19:00
 （18:00 ラストオーダー）

※料金には、サービス料・税金が含まれます。※営業時間は、変更になる場合がございますのでご了承ください。※ホテル内（一部除く）は禁煙でございます。※飲酒運転禁止にご協力ください。お車でお越しのお客様は飲酒をご遠慮ください。

ホテル特製おせち料理・お造り盛り合わせ
ブッフェコーナーをご用意してお待ちしております。
TEL. 0798・45・3130

オールデイダイニング

ポモドーロ
All Day Dining POMODORO

落ちついた空間で語らいのひとときを。
TEL. 0798・45・3170（10:00～18:00）
TEL. 0798・45・3180（18:00～22:30）

お正月特別メニューをご用意。
TEL. 0798・45・3170

カフェラウンジ ルバード
Café Lounge LUVERD

日本料理・鉄板焼・中国料理の多彩な味わいを
新春折衷料理コース・アラカルト料理でご堪能ください。
TEL. 0798・45・3150

七園
NANAEN

朝食 6:30～10:00
 （受付終了：30分前)

ランチ ①11:30～13:00　
 ②13:30～15:00
 ③15:15～16:45 ※1日・2日のみ
 （受付終了：各1時間前）

ディナー ①17:30～19:00　
 ②19:30～21:00
 （受付終了：各1時間前）

バー 欅
Bar KEYAKI　

■ ご予約・お問い合わせは各レストランまたはホームページからも承ります。 ホテルヒューイット甲子園

■ ご予約・お問い合わせはホームページからも承ります。ホテルヒューイット甲子園
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