
～人気婚礼メニューを堪能できる～
ランチorディナーコース付
ウエディングフェア
｜期　間｜	①2019年12月7日（土）～12月15日（日）
	 ②2020年1月4日（土）～1月13日（月・祝）
｜時　間｜	ランチ付	 ①10：00～	②11：30～
	 ディナー付	①15：00～	②17：00～
｜内　容｜	ランチ	or	ディナー／モデルルーム見学／
	 相談会／美容相談

冬の贅沢！ ホテルで愉しむ美食時間
季節の訪れを感じる多彩なイベントを開催Events

バレンタインに向けてクラッシックショコラ、ブールドネージュ、フリ
アンの3品をレクチャー。講習前にはホテルメイドのポークカツサン
ドイッチを、講習後にはレクチャーメニューの試食をコーヒーと共に
お愉しみください。お土産にフリアン（3種）をご用意いたします。

｜日　時｜	2020年1月29日（水）19：00～21：00（受付18：30～）
｜料　金｜	1名様4,800円
※料金には講習、試食、軽食、コーヒー、お土産、消費税、サービス料が含まれます。

清楚な雰囲気満ちる
チャペルで生演奏によ
るクリスマスキャロル
をお届けいたします。

｜日時・場所｜
2019年12月22日（日）
16：30～（約25分）
6階	チャペル

クッキングサークル
製菓料理長 玉村賀信によるバレンタインスイーツ教室

クリスマスキャロル
Christmas Carol

30名〜170名様までご利用いただけます。29名様以下のプランもご用意しております。
※料金には消費税、サービス料が含まれます。

30名様 1,280,000円（1名様追加料金18,500円）

豪華
特典

お色直し用カラードレス（27万5千円分・毎月3組限定）、 
新郎新婦の式当日または前日のご宿泊、結婚1周年記念
ディナーご招待など豪華最大7大特典をプレゼント。 

［		お申込み先		］   ウエディングサロン   TEL：042-503-9101 （9：00～19：00）

［		お問合せ		］   マーケティング室
TEL：042-503-9104 （平日9：00～17：30）

SPRING＆SUMMER SPECIAL PLAN 2020
｜期　間｜	 2020年4月1日（水）～9月30日（水）
	 ※ご予約は2020年8月31日（月）まで

｜内　容｜	 挙式料、衣裳（新郎新婦	洋装各1点）、美容着付、お料理、
	 お飲物、室料、入刀用ウエディングケーキ、会場装花、
	 ペーパーアイテム、クロス、スタジオ写真	ほか	

Wedding 4月〜9月のご婚礼が最大7大特典でお得に！ 

※火曜は美容体験なし。※ディナー付相談会は土・日・祝日限定。

参加費
無料

参加費
無料

～ショートコース試食・模擬挙式・相談会～
国産牛ローストビーフ試食付 
ウエディングフェア
｜開催日｜	 2020年1月19日（日）10：00～18：30			
｜時　間｜	［1部］10：00～	［2部］14：30～
｜特　典｜	 フレッシュケーキ×人数分をプレゼント

［		ご予約・お問合せ		］   宴会セールス   TEL：042-503-9102  （平日9：00~17：30／土曜日10：00~16：30）

入場
無料

ご予約
不要
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アクセス 

・JR 立川駅南口から徒歩7分
・多摩モノレール 立川南駅から徒歩8分
・中央自動車道 国立府中ICより約4.5km
駐車場をご用意しております。正面玄関脇立体駐車場
に係がおりますので、ご誘導いたします。 

ホテル日航立川 東京

電車

車

ホテル日航立川	東京 検	索

〒190-0022  東京都立川市錦町1-12-1
TEL:042-521-1111(代表)
www.hotelnikko-tachikawatokyo.jp

One Harmony会員ならAll Day Dining 
紗灯のお食事利用がいつでも10%オフ。
レストラン利用 1,000円につき10ポイント、
宿泊利用1,000円につき20ポイント加算
されます。たまったポイントは多彩な賞品
に交換いただけます。 



Restaurant 年末年始もレストランで冬の味覚を堪能

［ディナー］	 ・	大人（中学生以上）	 10,000円

	 ・	子ども（小学生以下）	 5,000円
※ローストビーフ単品￥3,800もご用意しております。
※子ども（小学生以下）は下記メニューを食べやすいようにしてご提供します。
    （お魚料理のみ内容が異なります。）

・食前の一口
・イタリア産ドルチェポルコのリエット  ハーブのプティサラダ添え　

苺とレーズンのコンポート
・ラングスティーヌとホタテ貝のポッシェ  アサリとフレゴラのリゾット  

甲殻類のエスプーマ
・国産牛サーロインのローストビーフ  カービングサービス  彩り野菜

とポテトのグラタン  グレイビーソースで
・マロンムース  カシスクリームのプチタルトとピスタチオアイス添え

開業4周年バンケットプラン 
｜期　間｜   2020年2月29日（土）まで 

◆  フリードリンク 付き： ビール、ワイン（赤・白）、焼酎、ウイスキー、日本酒、ソフトドリンク

卓盛／立食・着席ブッフェ	 7,200円

洋食コース	 9,200円

和食会席	 11,300円

乾杯用スパークリングワインプレゼント	または	ご宴会時間を30分延長無料
※＋720円追加で両方をお選びいただけます。

ご利用人数に応じて、レストラン	All	Day	Dining	紗灯のランチセット券を
プレゼント（30名様以上1組2名様／50名様以上2組4名様）

特典1

特典2

乾杯ドリンクなどの特典付き。心に残るひとときをお手伝い Party plan

※料金はお料理、お飲み物、室料、基本音響照明費、消費税、サービス料を含む1名様あたりの金額です。※ご利用時間は2時間となります。※宴会場のご利用は22：00までとなります。※洋食コースは＋1,530円にてメ
イン料理「国産牛のロースト」を「牛フィレ肉（外国産）のポワレ」にアップグレードできます。※1名様＋510円にてカクテルを追加いただけます。

立食・着席ブッフェ：20名様以上
卓盛・洋食コース、和食会席：8名様以上
※和食会席は30名様まで

ローストターキー／ローストポーク／ブイヤベース／ラザニア／エスカルゴ
とキノコのクリーム煮／カボチャのフラン シナモン香るリンゴと共に／
鶏のテリーヌ／ブッシュ ド ノエル／苺のショートケーキ　ほか

オーストラリア産サーロインのローストビーフ／ローストターキー／サーモ
ンのアンクルト ヴァンブランソース／仔羊の香草パン粉焼き／牛バラの
赤ワイン煮 マッシュドポテトを添えて／合鴨とフォアグラのタルトレット／
紗灯風ビーフストロガノフ／リースに見立てたフルーツのムース　ほか

ディナー

ランチ

大人
メニュー

クリスマスディナー
～国産牛ローストビーフ食べ放題付き～
国産牛ローストビーフの食べ放題に前菜と魚料理、デザート
がついたショートコースをクリスマスの特別な夜に。
｜ご提供時間｜ ディナー／17：30～22：00（120分制／最終入店20：00）

※和食会席は2日前までの要予約。

　　　　　　 ［ ランチ ］
・新春ランチコース 6,100円

・初春お祝い御膳	 6,500円

・和洋折衷コース「錦」 9,700円

・頌春会席	 14,500円

　　　　　  ［ ディナー ］

・洋食コース「ボヌール」 9,700円

・和洋折衷コース「雅」 12,100円

・頌春会席	 14,500円

1/4（土）
〜2/29（土）

1/7（火）
〜2/29（土）

チーズ料理フェア

河豚 蟹会席

｜ご提供時間｜ ラ ン チ／11：30〜14：30 （土・日・祝日は15：00まで）
 ディナー／17：30〜22：00

｜ご提供時間｜ ラ ン チ／11：30〜14：30 （土・日・祝日は15：00まで）
 ディナー／17：30〜22：00

［ランチ例］	 ・	ラクレットがけハンバーグ	 3,400円
	 ・	シーフードマカロニグラタン★	 2,400円
	 ・	国産鶏の焼きチーズカレー★	 2,300円

［ディナー例］	 ・	チーズフォンデュ	（2人前より）☆	 2,150円
	 ・	ラクレットがけ米沢牛ハンバーグ	 3,400円
	 ・	オーストラリア産サーロインステーキ		ブルーチーズソース		他	3,000円

●ランチコース　4,600円 　　　●ディナーコース　9,800円 

※★はディナー単品、☆はランチ単品でもご用意しております。(チーズフォンデュは前日までの要予約)
※コースは１月･2月で異なるメニューをご用意いたします。

［ランチ／ディナー］　　河豚	蟹会席　　13,500円 

河豚煮凍り／ズワイ蟹黄金焼き／河豚刺し／焼き鱈場蟹／河豚唐揚げ／蟹しゃぶ など
※3日前までの要予約

※3歳以下無料。　※ご来店の人数分のご注文をお願いいたします。

和洋折衷コース「雅」（ディナー）
※上記料金は、大人料金1名様あたりの金額（税・サービス料込）となります。※ご宿泊料金は日によって変動いたします。※ご予約は12月1日（日）〜2020年1月31日（金）となります。

ハリウッドツイン（21㎡）

1室2名様ご利用 1名様料金 7,100円〜

【2020 新春タイムセール】 朝食付きご宿泊プラン

　　　　レイトチェックアウト  12：00まで延長無料

　　　　駐車場利用無料
特典1

特典2

｜期　間｜	 2020年1月2日（木）～2月29日（土）宿泊まで ※除外日：2月24日（月・休）・25日（火）の2日間
｜プラン｜	 	1泊朝食付き

お得なプランでゆったりとホテルライフを満喫 Stay plan

※画像はすべてイメージです。

クリスマスブッフェ2019
2日間限定でクリスマスブッフェを開催いたします。
ランチ・ディナー共に色とりどりのお料理をお楽しみください。

12/21（土）
〜22（日）

12/23（月）
〜25（水）

2020 新春メニュー 2020年 1/1（水・祝）〜1/3（金）

和食・洋食の料理長がこだわりの特別メニューをお届けいたします。 
｜ご提供時間｜	ラ ン チ  11：30～15：00 ※1/1･2のご利用は2部制（①11：30～13：00 ②13：30～15：00）
 ディナー 17：30～22：00 ※1/1･2の個室利用は2部制（①17：30～19：30 ②19：45～21：45）

［	レストランのご予約･お問合せ	］  All Day Dining 紗灯   TEL：042-503-9100 （7：00〜22：00 ラストオーダーは各30分前。コース料理･和食ディナーは21:00まで。）

　料金には消費税、サービス料が含まれます。 仕入れの都合によりメニューは変更になる場合がございます。

［	レストランのご予約･お問合せ	］  All Day Dining 紗灯   TEL：042-503-9100 （7：00〜22：00 ラストオーダーは各30分前。コース料理･和食ディナーは21:00まで。）

　料金には消費税、サービス料が含まれます。 仕入れの都合によりメニューは変更になる場合がございます。

ラクレットがけ米沢牛ハンバーグ

クリスマスブッフェ2019

クリスマスディナー

河豚 蟹会席

ランチ
（90分制）

11：30～15：00
（最終入店 14：00）

ディナー
（2部制）

①17：00～19：00
②19：30～21：30 

（最終入店
  各回終了30分前）

大人（中学生以上） 子ども（小学生） 幼児（4歳以上）

3,900円 1,900円 1,000円

7,100円 3,600円 1,500円

［宴会のご予約･お問合せ	］  宴会セールス   TEL：042-503-9102
（平日9：00~17：30／土曜日10：00~16：30）

［宿泊のご予約･お問合せ	］  TEL：042-521-1111 (ホテル代表) 
右QRコードからも承ります。

サラダ、スープバー
ドリンクバー
プチデザート付き

寒い季節にあたたかくとろけるチーズメニューをご堪能ください。

和食料理長がお届けする冬の味覚をご賞味ください。


