
～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｜	①2020年2月8日（土）～2月16日（日）
	 ②2020年3月7日（土）～3月14日（土）
｜時　間｜	ランチ付	 ①10：00～	②11：00～
	 ディナー付	①16：00～	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

大切な方と過ごす、春映えのひととき

春のお祝い会席【華 -はな-】

春のバンケットプラン 
｜期　間｜		2020年3月1日（日）～5月31日（日）

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

卓盛／立食・着席ブッフェ	 7,500円
洋食コース	 10,500円
和食会席	 12,500円

下記よりいずれか1つお選びいただけます。

①フリードリンクにカクテルを追加	 ③ご宴会時間を30分延長
②乾杯用スパークリングワインプレゼント	 ④花束1束プレゼント
※①〜③は1名様各+500円、④は1束+5,000円で追加いただけます。

特典

選べる特典付き。歓送迎会をはじめ各種ご宴会にどうぞ 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。※卓盛／立食・着席ブッフェ
は1名様+1,000円にてお料理をアップグレードできます。※洋食コースは1名様＋1,500円にてメイン料理「牛サーロインのパベ」を「牛フィレ肉のポワレ フォアグラのソテー添え」にアップグレードできます。

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

日・月・火・水は上記より500円引きとなります 

［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）

※画像はすべてイメージです。

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 1,250,000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）

AUTUMN＆WINTER SPECIAL PLAN 2020
｜期　間｜	 2020年10月1日（木）～2021年3月31日（水）
	 ※ご予約は2021年2月28日（日）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 秋から冬のご婚礼が最大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3月15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
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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。 



※上記は大人料金となります。※ご利用料金は日によって変動いたします。※添寝のお子様がいらっしゃる場合は必ずお知らせください。※宿泊日3日前までご予約を承ります。

ハリウッドツイン（21㎡）

1室2名様ご利用 1名様料金 15,500円〜

春のお祝いメニュー 2食付きご宿泊プラン

〜2/29（土）

〜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］  サラダ、スープ、ドリンクバー、プチデザート付き

	 ・	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)

［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

［ランチ／ディナー］ 桜鯛と春の華やぎ会席			12,000円
桜胡麻豆腐／桜鯛蕪真薯／桜鯛と長芋のサラダ仕立て／
桜鯛レモン焼き／鮎並唐揚げ／桜風吹寿司 など
※3日前までの要予約

桜鯛と春の華やぎ会席
｜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

色鮮やかな桜鯛をはじめ春香る品々をお愉しみください。

	 駐車場利用無料
	 ご夕食時に乾杯用のスパークリングワイン
	 またはソフトドリンクをプレゼント

特典1

特典2

新潟酒蔵会 
新潟県の原酒造、雪椿酒造にお越しいただき、それぞれの酒蔵自慢の日本酒（合計10種類）を飲み放題で
お愉しみいただくイベントです。お料理は日本酒に合わせた和洋のおつまみブッフェをご用意いたします。

｜開催日｜	 2月21日（金）
｜時　間｜	 19：00〜21：00（受付18：30〜）

クッキングサークル
洋食料理長 大橋康之による 彩り野菜のおうちフレンチ教室
お野菜をふんだんに使ったご家庭でも作れるフレンチとして「彩り野菜のテリーヌ」、「春キャベツのクリーム
スープ」、「白身魚のパリ焼き 華やかなビネグレットソース」、「ブロッコリーの岩のりサラダ」の4品をレクチ
ャー。講習後はレクチャーメニューを含むフレンチのショートコースをお愉しみください。

｜期　間｜	 3月1日（日）〜3月31日（火）宿泊
｜プラン｜	 	1泊2食付き　ディナーコース「SAKURA」または春のお祝い会席「華」をお選びいただけます。
 ※2名様以上でご利用の場合、ご夕食は同メニューでのご案内とさせていただきます。

特別な日におすすめ。お祝いディナーで大切な時間をStay plan

※画像はすべてイメージです。

ラクレットがけ米沢牛ハンバーグ

［宿泊のご予約･お問合せ	］  TEL：042-521-1111 (ホテル代表)  ご予約は右QRコードからも承ります。　料金には消費税、サービス料が含まれます。 

濃厚な味わいが楽しめるチーズメニューをご堪能ください。

［ランチ］
	 ・ランチコース【YAYOI】	 6,100円
	 ・春のお祝い御膳【慶	-よろこび-】	 6,100円

［ディナー］
	 ・ディナーコース【SAKURA】	 8,500円
	 ・春のお祝い会席【華	-はな-】	 8,500円

春のお祝いメニュー

｜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

ご卒業やご就職、昇進などのお祝いの多い季節
和・洋のお祝いメニューで特別なひと時をお過ごしください。

和食料理長がお届けする旬の味覚をご賞味ください。

［	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。

河豚 蟹会席

チーズフォンデュ

美酒に酔いしれ、美食を学ぶEvents

［		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）

｜開催日｜	3月10日（火） 　　
｜時　間｜19：00〜21：00（受付18：30〜）

バレンタインショコラ
｜販売期間｜  2月4日(火)〜2月14日(金)　※ご予約受付1月14日(火)～
ホテルパティシエが作るオリジナルチョコレートを、大切な方への特別なギフトに。

・5個入り（限定100個）		1,080円		　　・10個入り（限定80個）		2,160円
抹茶のトリュフ／プラリネ／ベリーのコンフィとフランボワーズのガナッシュ／
紅茶のガナッシュ／レモンとパッションフルーツ

3/1（日）〜
4/30（木）

桜鯛と春の華やぎ会席

3/1（日）
〜31（火）

ランチコース【YAYOI】

 1名様料金 11,000円
※料金には、日本酒、おつまみブッフェ、消費税、サービス料が含まれます。 

 1名様料金 6,500円
※料金には講習、お食事、お飲物、消費税、サービス料が含まれます。

	 乾杯用のスパークリングワインまたは
	 ソフトドリンクをプレゼント

特典

※各コース3日前までの要予約

Restaurant 洗練された味わいに春の気配を感じる喜び


