今治国際ホテル

2022.

［mon］

11/1 月

いまこくおすすめ折衷料理

2021.

［mon］

1/31 月

忘・新年会
プラン

贅 沢 なひとときを

※写真はイメージです。

様々なパーティーに幅広く使える！

一年の締めくくりと新たな年のスタートは
気の合う仲間同士で美味しい料理とお酒で
楽しいひとときを過ごしませんか。

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、除外日を設けている場合がございますので、事前にお問い合わせくださいませ。

※写真はイメージです。

ゆったりとお食事が楽しめる

和・洋・中が楽しめるおすすめのコース

B
お一人様
（税金・サービス料込）

・生ハムと茸のシーザーサラダ
・エビフライとペンネアラビアータ
・ローストビーフ 和風ソース
・鶏の揚げ物 薬味ソース掛け
・叉焼と木クラゲ卵の炒め物
・刺 身

・寿 司

・シャーベット

ビール・日本酒・麦焼酎・芋焼酎・ウイスキー・ハイボール
・ウーロン茶
チューハイ3種〈レモン・青りんご・巨峰〉
オレンジジュース・コーラ・カルピス・ノンアルコールビール

以下の内容で飲み放題に追加できます。

オプションメニュー

〈カシス・ウォッカ系〉・・・・・・・300円
●カクテル 5 種
●グラスワイン＋カクテル 5 種

600円

・・・・・・・・・

〈キール・ブルドック・マダムロシャス etc〉

●デミコーヒー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250円

追加料
金
飲み放 で
題が
さらに充
実！

※お一人様追加料金です（税金・サービス料込）

※ご利用人数20名様につき1枚プレゼント

A、
B、
C、
Dプランご利用の方

ギフト券2,000円分プレゼント
SERVICE

※写真はイメージです。

従業員の検温・マスク着用
間隔を空けテーブル、座席を配置
テーブル上をアクリル板で区切る

・宴会場室料無料サービス
（2時間）。延長不可。
・司会・挨拶用マイク2本サービス

・マイクロバス送迎はございません。

但し座席数半分のご利用人数の場合は検討いたします。

・サーモンと大根のカルパッチョ
・帆立とエビのブルギニヨン ・蒸し点心3種
・鶏の香味焼き ・豚肉のタリアータ
・白身魚と卵のチリソース掛け
・牛すじカレーライス
・杏仁豆腐

女性一番

人気！

C
お一人様

●ご予約・お問い合わせは

（税金・サービス料込）

・ポークリエットとキャロットラぺ
・造 里 ・ワタリ蟹のリングイネ
・蒸し点心三種盛り
・真鯛のムニエル茸のペペロンチーノ
・大エビのチリソース＆マヨネーズ和え
・牛肉のポワレ シャリアピン風
・寿 司 ・吸い物 ・シャーベット

D
お一人様
・小鉢3種

（税金・サービス料込）

・造 里

・里芋万頭きのこあん掛け

・雲丹玉締め

・杉板焼き 寒鰆塩麴焼き
・牛叩き

・浜地鶏 豆乳鍋
・香の物

・果物盛り合わせ

新型コロナウイルス感染症予防対策実施中
会場入口や手洗い場所への消毒液の設置。

（税金・サービス料込）

間隔を設け安
心して
お食事できま
す

策の
じて飛沫対
ご希望に応
を設置し︑
アクリル板
来ます
お食事が出

豪華特典

全プラン

お一人様

・鯛 飯

・吸い物
※写真はイメージです。

A

TEL (0898) 36-1800（予約課直通）

〒794-8522 愛媛県今治市旭町2丁目3-4 TEL0898-36-1111 FAX0898-36-1139

https://www.imabari-kokusai-hotel.co.jp/

今治国際ホテル

忘・新年会
プラン
レストラン 編

2021.

11/1 月

2022.

日 本 料 理

中 国 料 理

●ご予約・お問い合わせ

TEL（0898）36-1812

鉄板焼

●ご予約・お問い合わせ

●ご予約・お問い合わせ

TEL（0898）36-1823

TEL（0898）36-1801

【営業時間】11：30〜14：00（ラストオーダー13：45）
17：00〜22：00（ラストオーダー21：00）

【営業時間】11：30〜14：00（ラストオーダー13：45）
17：00〜21：00（ラストオーダー20：30）

【営業時間】17：00〜22：00
（ラストオーダー21：00）

ステーキ&海鮮料理

1/31 月

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、除外日を設けている
場合がございますので、事前にお問い合わせくださいませ。
●ご予約・お問い合わせ

TEL（0898）36-1811

【営業時間】11：30〜14：00（ラストオーダー13：45）
17：00〜21：00（ラストオーダー20：30）

レストラン／ラ・セール

前日までの要予約制

※写真は12月〜1月メニューです。

※写真は乾杯プランです。

乾杯プラン（個室にて）
和会席コース + フリードリンク

お一人様

（税金・サービス料込）

※写真は4名様分です。

ラ・セール忘・新年会プラン
個人盛り込み料理
充実の全８品 + フリードリンク
お一人様

6,500円（税金・サービス料込）

枝豆・フライドポテト
無料サービス付

2

●先附三種盛り
●造里三種盛り
●鯛兜焼き ●牛しゃぶ
●里芋饅頭美人粉揚げ
●白飯

2時間

フリードリンク
●瓶ビール ●日本酒

●焼酎
（麦・芋）●ウィスキー
●チューハイ ●ハイボール
●ノンアルコール

●アップルジュース

●オレンジジュース
●ウーロン茶

●赤出汁

●香の物2種

●季節の果物

＋300円で冷酒付き

6,500円（税金・サービス料込）

11月メニュー
●中華サラダ ●蒸し点心三種
●イカとレタスの湯引き ●鶏肉の塩味炒め
●エビマヨ＆タラのフライチリソース
●黒酢スブタ ●五目炒飯 ●杏仁豆腐

2時間

●ビール ●紹興酒

●日本酒 ●焼酎 ●ウィスキー
●カクテル
●ソフトドリンク各種

お一人様
●前菜

15,000円（税金・サービス料込）

●焼野菜

●活鮑の鉄板焼き
（100g）

●生ビール ●日本酒

●白御飯 又は ガーリックライス
●味噌椀

フリードリンク
●生ビール ●日本酒

●ウーロン茶

●焼酎 ●カクテル4種

（お一人様料金、税金・サービス料込）

※2名様からご案内可能。 ※前日までのご予約となります。
※こちらの商品は割引き対象外とさせていただきます。

●酎ハイ3種
●ソフトドリンク7種

（税金・サービス料込）

+ 2,000円で飲み放題付き
●先附 ●造里
※お好みで最後に白飯を入れてお召し上がりくださいませ。
●寄せ鍋（うどん付き）
●白飯 ●香の物 ●水菓子

お得な 二次会プラン
要予約

IMAKOKU

いまこくテイクアウト
オードブル

フレンチシェフズ

オードブル

レストラン／
ラ・セール

お持ち帰り寿司

※季節により内容は変更いたしますので、
ご了承くださいませ。

¥4,000（税金・サービス料込）
¥3,500（税金・サービス料込）

C プラン

90分フリードリンク+おつまみ付（1種）
お一人様

¥3,100（税金・サービス料込）

※写真はイメージです。
（税込）

6,000 円

前日
予約

（４名様分）

B プラン

お一人様

●オレンジジュース

※お昼はご予約によりオープンいたします。

【営業時間】17：00〜24：00（ラストオーダー23：30）

一人鍋セット 4,000円

●グラスワイン
（赤・白）

※12/23（木）〜１/５
（水）
は除外日となります。

TEL（0898）36-1827

120分フリードリンク+おつまみ付（2種）

●ウィスキー ●焼酎
（芋・麦）

●香の物 ●デザート

120分フリードリンク+おつまみ付（4種）

2時間

フリードリンク

●サラダ

スカイバー／トップハット

お一人様

2時間

●黒毛和牛フィレ・ロース盛り合わせ

●コーヒー又は紅茶

●杏仁豆腐

※個室のご利用承ります。
（4名様以上のご利用となります。）
※また、
ご予算に応じてプランをお作り致します。
お気軽にお電話ください。

幹事さん必見!

※2日前までの
要予約

鉄板焼きコース + フリードリンク

フリードリンク

12月〜1月メニュー
●チャーシューサラダ ●蒸し点心
●鶏の唐揚げ ●牛肉のオイスターソース炒め
●エビチリ＆エビマヨ ●麻婆豆腐 ●高菜炒飯

忘・新年会プラン

3日前
予約

※要予約

※ご予約は10名様より
承ります。
※時間延長の場合、30分
ごとにお一人様500円
追加

ou-Tsud

中国料理

※写真は4名様分となります。
※写真はイメージです。

集 10,000 円

（税込）

（４名様分）

前日
予約
（税込）

6,480 円

※ご注文・お問い合わせは、各レストラン
までお願い致します。
（４名様分）

本格中華に
舌鼓!

4,700円
小学生・・・・・・・・・・・2,700円
幼 児（お子様ランチ付）1,700円
食べ放題のみ・・・・・ 3,700円

お一人様

A プラン

お好きな料理の食べ放題と、
ビールやフリードリンク付
人・・・・・・・・・・・

中華盛り込みコース + フリードリンク

●ご予約・お問い合わせ

オーダーバイキング
大

※４名様〜
※要予約

人気のネタ満載!

●サーモンとクリームチーズのガトー仕立て
時間
ガーリックトースト添え
フリードリンク
●オニオングラタンスープ
●グラスワイン ●瓶・生ビール
●鱈のカツレツ カサノヴァ風リーフサラダ添え
●日本酒 ●焼酎
●ズワイ蟹とエビのラザニア
●カクテル4種 ●酎ハイ3種
●豚フィレ肉のトルネードグリーンペッパー風味
●ソフトドリンク7種
●牛肉のブルゴーニュ風パイ包み焼き
●ジャンバラヤピラフと
鶏肉のケイジャンスパイス焼き添え
グラスワイン付きです!
●フルーツ2種

6,500円

※4名様より
※要予約

忘・新年会プラン

※写真はイメージです。

