スイートルームリニューアル
シティサイドデラックススイート誕生

21階の最上級客室となるロイヤルスイートルームが「シ
ティサイドデラックススイート」
として生まれ変わりまし
た。広さ76.6㎡の室内からは市街地を一望でき、
モダン
で落ち着いた上質な空間です。

■ご予約 anacpkumamotonewsky.com

お得に宿泊できる

早期予約プラン

事前にご予約いただくことで、
ベストフレキスブル料金よ
り10％〜30％割引料金となる大変お得なプランです。
ぜひお早めにご予約ください。
■ご予約 anaihghotels.co.jp/plan/advance.html

NEWSKY PRESS

BRILLANTE
季節を楽しむ情報誌［ブリランテ］

贈り物やお土産に

2020.3-4

ニュースカイオリジナル商品

ビーフカレーセット￥3,240［3月上旬入荷］
6食入り
（170g×6袋）
レトルトパック

絶妙なブレンドのスパイスでお肉と野菜をじっくり煮込み
ました。全国にファンを持つベストセラー商品です。
※人気商品につき品切れ中、3月上旬より販売を再開いたします。
※ご自宅用 2食入り￥1,080もございます
地方配送承ります

オンラインショップでもお求めいただけます

“リブランド7周年記念”
豪華特典と試食付き！

■ご予約・お問い合わせ
オールディダイニング サンシエロ Tel.096-354-2634

ホテルならではのおもてなしで最高のパーティを！

ウエディングフェア

歓送迎会や親睦会など、各種お祝いにお得で最適なプランです。

早春パーティプラン

9:00a.m.- 6:00p.m.

〈 参加無料 ・ 一部要予約 〉
〒860-8575 熊本市中央区東阿弥陀寺町2

2020.3/15（日）

1
2
予約時間 ○9:00a.m.
○2:00p.m.

・婚礼コース料理試食
・ドレス試着（ご予約制）
・パーティ会場見学
・チャペル・神殿見学
・ウエディング相談

Tel.096-354-2111 Fax.096-354-8973
anacpkumamotonewsky.com

【JR熊本駅より】徒歩8分
【阿蘇くまもと空港より】
車で50分/空港リムジンバス利用 約60分
「ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ」下車
【熊本市電 祇園橋電停より】徒歩1分
スタッフがおすすめするお得な情報や楽しい情報を好評配信中！

2020.4/12（日）

1
2
予約時間 ○9:00a.m.
○2:00p.m.

・婚礼コース料理試食
・ドレス試着（ご予約制）
・パーティ会場見学
・チャペル・神殿見学
・ウエディング相談

newsky-wedding.com

2020.2/1（土）-

3/31（火）［ご予約制・10名様から］

Aプラン（和洋中卓盛料理8アイテム）お1人様 ¥4,500（税・サービス料込）
Bプラン（和洋中卓盛料理8アイテム）お1人様 ¥5,700（税・サービス料込）
Cプラン（日本料理懐石9アイテム）お1人様 ¥6,700（税・サービス料込）

■ 平日の利用は更にお得！プラン
【平日特典】
平日（日-木）ご利用でお料理のグレードアップ 1品をプレゼント

春のパーティプラン
2020.4/1（水）-

5/31（日）［ご予約制・10名様から］

Aプラン（和洋中卓盛料理8アイテム）お1人様 ¥4,500（税・サービス料込）
Bプラン（和洋中卓盛料理8アイテム）お1人様 ¥5,700（税・サービス料込）
Cプラン（日本料理懐石9アイテム）お1人様 ¥6,700（税・サービス料込）

■ グレードアップメニュー
お1人様￥500から
（中華海老料理の2種盛り、上にぎり寿司など）
世界最大のホテル会員プログラム

■ご予約・お問い合わせ：ウエディングサロン Tel.096-354-2110
10:00a.m.- 7:00p.m. 定休日／水曜日

PARTY

IHGリワーズクラブ（カード）のご案内

世界最大級のロイヤリティプログラム
「IHGリワーズクラブ」。
世界5,800以上のIHGホテルでの宿泊・お食事などで
ポイントが貯まり、
無料宿泊特典などに交換いただけます。
会員特典も多彩にご用意しております。
（宿泊予約）
まで。
詳しくはフロントまたは096-354-2119

※表記価格は税・サービス料込です。
※写真はすべてイメージです。

■ 飲み放題
¥2,300コース
ビール、
ワイン
（赤・白）、
ウイスキー、
ハイボール、
日本酒、焼酎（芋・米・麦）
ソフトドリンク、
ノンアルコールビール

¥2,700コース
ビール、
ワイン
（赤・白）、
ウイスキー、
ハイボール、
日本酒、焼酎（芋・米・麦）、冷酒
酎ハイまたは梅酒、
カクテル2種、
ソフトドリンク、
ノンアルコール
（ビール・ワイン・スパークリングワイン・カクテル）

■ご予約・お問い合わせ : 宴会予約 Tel.096-354-2118

（9:00a.m.- 7:00p.m./土日祝6:00pmまで）

オールデイダイニング サンシエロ

オーガニックサーロインステーキ
＆牛フィレカツレツ

天草の幸

蒼い海に囲まれた自然と文化に育まれた島「天草」。
その天草から直送された日替わりの魚や野菜をふんだんに使った
「グルメフェアバイキング」
を開催！天草の魅力を存分にお愉しみください。
オーガニックサーロインステーキ＆牛フィレカツレツも同時開催。

2020.3/1（日）-4/30（木）※日・祝日も営業

5：00p.m.-10：00p.m.（最終入店9：00p.m.）

平 日（ 月- 木 ※祝日は除く）予約時間から120分
金・土・日曜日（祝日を含む）予約時間から100分
バイキング
一般 ・・・・・・・¥3,800
小学生・・・・¥2,000
幼児・・・・・・・・ ¥1,000

飲み放題（アルコール）
プラス¥1,000

前得プラン

前日までにご予約いただくと
バイキング¥3,800+飲み放題¥1,000=¥4,800 ➡¥4,300

早得プラン

5:00p.m.-6:40p.m.のお席をご利用で
バイキング¥3,800+飲み放題¥1,000=¥4,800 ➡¥4,000

リブランド7周年記念特別企画第1弾

サブスクリプション
「グルメフェアディナーバイキング」
利用期間：2020.3/1
（日）
-3/31（火）※1ケ月間
お1人様 ¥18,000

「天草の幸×オーガニックサーロインステーキ＆牛フィレカツレツ」
グルメフェアバイキングの一般料金（¥3,800）
を毎日ご利用いただけます。
募集人数：30名様 ※定員になり次第締め切らせていただきます
利用時間：1日100分
営業時間：5：00p.m.-10：00p.m.
（最終入店9：00p.m.）
申込開始：2/28
（金）10：00a.m.より
申込方法：オールデイダイニング サンシエロ Tel.096-354-2634
※1回のお申し込みで最大2名様迄の受付とさせていただきます。
※貸切日はご利用いただけません。

ぶえん寿司イタリアンスタイル

ぶえんとは塩を使わない無塩のこ
と。捕れたて新鮮な魚を酢でしめ、
ご飯と混ぜたほんのり甘く素材を
味わえる天草ならではの寿司です。

春のスパークリング＆ワインフェア

日本料理 光琳

春を感じるワインをテーマに日本を代表する甲州ワインや
国産シャルドネのスパークリングワイン、
そしてプロヴァンス
のロゼワインなどが勢ぞろい！天草をテーマにした
「グルメ
フェアバイキング」
と一緒にお愉しみください。

桃の節句やご入学・ご卒業、
ご就職、
お子様のお祝い、
歳祝いなど春はお祝いごとがたくさんです。
大切なお集まりのお席に春を感じさせる特別懐石で華やぎを添え
気持ちのこもったおもてなしをお手伝いさせていただきます。

ワイン革命

2020.3/1（日）-4/30（木）

11：30a.m.-10：00 p.m.（最終入店9：00p.m.）

お1人様 ¥2,200

グルメフェアバイキング
（飲み放題付き）
をご注文の場合
¥2,200 ➡ ¥1,000

「グルメフェアディナーバイキング」
キッズフリー
対象期間：2020.3/1
（日）-4/30
（木）※2ケ月間

対象条件：大人1名様につきお子様
（小学生以下）1名様 無料
利用時間：平日
（月-木、祝日除く）120分、
金・土・日（祝日を含む）100分
営業時間：5：00p.m.-10：00p.m.
（最終入店9：00p.m.）

※混雑が予想されますのでご利用の際は、
お電話でご確認ください。

オールデイダイニング サンシエロ
Allday Dining

■BreakfastTime 6:00a.m.-10:00a.m.
■LunchTime 11:30a.m.-2:30p.m.
（L.O.2:00p.m.）
■DinnerTime 5:00p.m.-10:00p.m.
（L.O.9:00p.m.）
■Tel.096-354-2634

EVENT

春のお祝い懐石プラン
2020.3/1（日）-4/30（木）
お1人様

【3月】
先附
八寸
御造り
煮物椀
蒸し物
油物
強肴
お食事
水物

¥6,000〜（¥7,000〜御造りが姿造りにグレードアップ）

新玉葱のムース 琥珀のジュレ
季節の焼き物と祝い八寸盛合せ
祝い鯛と季節の御造り盛合せ
蛤真薯の清し仕立て
季節の炊合せ
子持ち白魚の唐揚げと春野菜の天婦羅
日向鶏の小鍋仕立て
ちらし寿司または赤飯
和風甘味と果物盛合せ

【4月】
先附
八寸
御造り
煮物椀
蒸し物
油物
強肴
お食事
水物

うぐいす豆腐
季節の焼き物と祝い八寸
祝い鯛と季節の御造り盛合せ
海老真薯の清し仕立て
鯛の若竹蒸し
浅利真薯の香味揚げ
梅肉ポークの小鍋仕立て
お寿司
和風甘味と果物盛合せ

プラン特典

バーラウンジ フェリーチェ

バーテンダーオリジナルカクテルフェア

ご提供時間 5：00p.m.-11：30 p.m.（最終入店11：00p.m.）

フレッシュグレープフルーツと
アールグレイのカクテル

フレッシュグレープフルーツとアールグレイのリキュールを
使用。
アクセントにローズマリーとブラック＆ピンクペッパー
で甘くスパイシーなテイストに。
この季節にぴったりなカク
テルをお愉しみください。
2020.2/1（土）-3/31（火）

¥1,200

熊本県産イチゴのウォッカマティーニ

セレブに愛されるプレミアムウォッカGREY GOOSE（グレイグース）
に
熊本県産のフレッシュなイチゴを合わせたバーテンダー自信のマティーニです。
2020.4/1（水）-4/30（木）

¥1,400

▪個室利用料サービス
▪駐車場料金サービス
▪記念写真プレゼント
▪その他お祝いの内容に合わせた
各種特典付き

produce by afroblue Naoko Fujimoto

FELICE NIGHT LIVE

フェリーチェ ナイト ライブ

毎月第2・第4木曜日にお届けするジャズと美酒で奏でる大
人の時間。国内はもちろん海外でも活躍する一流アーティ
ストが熊本の夜をモダンに演出します。
ステージは2部制、
間近でスイングするライブパフォーマンスで心振るわすジャ
ジーな夜をご満喫ください。

毎月第2・第4 木曜日
■1st Stage Start 8:00 p.m.- / 2nd Stage Start 9:00 p.m.■ワンオーダー制
〈出演〉
第2木曜日：Dr.Michael Holmes
（Piano）
＆M's Angels
（Vocal）
第4木曜日：Nobuko Utterback（Piano）
＆Guest Artist
バーラウンジ フェリーチェ
（L.O.11:00p.m.）
■Open Time 10:00p.m. - 11:30p.m.
■Tel.096-354-2175

■個室のご案内

日本 料理

春の賞味会

「天然桜鯛と本鮪と美酒に酔う」

うららかな春の陽気に包まれるこの季節、
ホテル最上階バンケットルームで
日本料理光琳 料理長 戸澤清水による旬の食材と技が織りなす
華やかなお料理の数々をご賞味ください。
また、音楽家によるフルートとチェロの調べで春の宵を優雅に彩ります。
美食×夜景×生演奏でプレミアムな春の一夜をお愉しみください。
■日時 2020.4/14
（火）7：00p.m.（受付6：30p.m.）
■会場 25F ブランミュール
■料金 お料理全9品+お飲物 お1人様
前菜
先附
御造り
煮物椀
替り鉢
揚げ物
強肴
お食事
水物

¥10,000［ご予約制］

クリームチーズの鯛腸和え 本鮪の漬け 海老真薯
子持ち白魚の茶碗蒸し
桜鯛 本鮪トロ 車海老
鯛の潮仕立て
春野菜と本鮪の柚子酢味噌掛け
和風仕立てのビーフカツ 味噌デミソース
桜鯛のしゃぶしゃぶと野菜のブーケ
本鮪のにぎりと熊本サーモン
和風甘味

生麩の田楽 糸もずく

※仕入れにより内容が変わる場合がございます。

フルート奏者：AKI

日本料理 光琳

お花見鉢盛とお弁当

歳祝い用
「ちゃんちゃんこ
（赤・紫・黄）」貸出無料
※ご要望に合わせてお料理の変更を承ります。
※仕入れにより内容が変わる場合がございます。

日本料理 光琳 料理長 戸澤清水

お子様「お食い初め膳」

松の間［座敷（椅子席）］・・・・・・・・・・・・・・・ 8 -18名
竹の間［座敷（掘りごたつ席）］・・・・・・ 4 - 8名
洋個室［椅子席］・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 - 6名

日本料理 光琳
■LunchTime 土日 / 11:30a.m.-2:00p.m.
（L.O.2:00p.m.）
月 - 金は完全予約制（5名様より予約可・2日前まで）
（L.O.9:00p.m./懐石料理のみL.O.8:30p.m.）
■DinnerTime 5:00p.m.-10:00p.m.
■Tel.096-354-2638

お花見にぴったりな鉢盛とお弁当を取り揃えております。
テイクアウトはもちろん熊本市内は無料配達いたします。

2020.3/1（日）-4/30（木）
ご予約制（3日前）
・5個以上は熊本市内無料配送いたします。
本格「日本料理」鉢盛

懐石弁当
「彩」

寿司盛り合わせ

懐石弁当
「華」

¥12,960〜
¥7,560〜

¥2,700
¥3,780

お弁当ご予約時に
「季刊誌を見た」
で光琳特製ふりかけをお弁当1個にひとつ進呈
【特典】
※表記価格は税・サービス料込です。
※写真はすべてイメージです。

