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2018年4月

大切なお母さまに美味しい時間をプレゼント♪

ロワジールホテル那覇『母の日ランチ』
2018年5月12日（土）13日（日）2日間 限定開催！
1階 オールデイダイニング「フォンテーヌ」

お一人様一皿 ” Best Dish”

「煮込みハンバーグ 」
＆

「ズワイガニの蒸し焼き」

2階 琉球ダイニング「花風」

お一人様一皿 ” Best Dish”

「本まぐろのお造り」
※写真は一部イメージです。

ロワジールホテル 那覇（所在地：沖縄県那覇市、総支配人：藤井

幸）は、5 月 12 日（土）、13 日

（日）2 日間限定で、大切なお母さまに贈る『母の日 スペシャルランチビュッフェ』を開催いたします。
1 階 オールデイダイニング フォンテーヌでは、定番の鉄板焼きステーキやチキンのケバブなどのお
肉料理の他、魚料理、サラダ、日替わりのパスタ、20 種類のスイーツコーナーをご用意。
お一人様一皿限定の Best Dish は「煮込みハンバーグ＆ズワイガニ蒸し焼き」をご提供♪
2 階 琉球ダイニング 花風では、揚げたて天麩羅や島豚＆野菜しゃぶしゃぶ、花風自慢の「とろとろ
てびち」。更に、職人が握りたてを提供する握り寿司や、熱々をお召し上がりいただく「フカヒレ入り
海鮮おこげ」などをご用意。
お一人様一皿限定の Best Dish は「本まぐろのお造り」をご提供♪
母の日ランチはぜひロワジールホテル那覇へ。

■

母の日スペシャル特典

■

※先着 250 名様

5/12（土）、13 日（日）にご利用いただいた方へ、ホテル 1 階にある
西町のパン屋「BLEDOR ブレ・ド・オール」特製の焼き立てブレッド

『バタール 1 本』をお母さまにプレゼント！
※数に限りがございます。ご予約のお客様のみの特典となりますので、ご予約はお早めに！

※写真はイメージです。
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1 階 オールデイダイニング

フォンテーヌ

『母の日 スペシャル ランチビュッフェ 〜お母さんにありがとうを伝えたい〜』
■開 催 日 2018 年 5 月 12 日（土）
、13 日（日） 2 日間限定
■開催時間 一部／ 11：15 〜 12：45 二部／ 13：00 〜 14：30 ※各 90 分制
■料

金 大人 2,600 円

子供 1,000 円

幼児 無料

※税金・サービス料込
■特

典

西町のパン屋 ブレ・ド・オール特製「バタール 1 本」お母さまにプレゼント

■ランチビュッフェメニュー例
〈魚/肉料理〉

〈オードブル〉

・プチトマトとクリームチーズのサラダ バジル風味 ・白身魚のポワレ ピストゥーソース
・豚肩ロースのタリアータ バルサミコソース

・白いんげんとあさりの煮込み

〈日替わりパスタ〉

・若鳥とゴロゴロ野菜のガーリックバター

・サーモンクリーム

〈シェフズコーナー〉

・鶏肉とトマト

・鉄板焼きステーキ

〈日替わりスープ〉

・チキンのケバブ

・レギュームチャウダー

〈スイーツコーナー〉

・かぼちゃのポタージュ

・ホテルオリジナルスイーツ約20種
※仕入れ状況により変更になる場合がございます。

オールデイダイニング

フォンテーヌ

ベーカリー

料理長 新川 哲矢

料理長 高江洲 昌巳

シェフから一言

シェフから一言

お客様が笑顔になるような料理の提供を心がけ

ロワジールホテル創業当時よりパン一筋 35 年。

ております。お客様のテーブルから生まれる、

レストラン 3 店舗、朝食会場、バンケット、そ

一つ一つの物語をお手伝いできるように心を込

して西町のパン屋「ブレドオール」全てのパン

めて美味しいお料理をお届けいたします。

作りを手がけております。
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2 階 琉球ダイニング

花風

『母の日感謝ランチビュッフェ〜ありがとうの気持ちを込めて〜』開催概要
■開 催 日 2018 年 5 月 12 日（土）
、13 日（日） 2 日間限定
■開催時間 一部／ 11：15 〜 12：45 二部／ 13：00 〜 14：30 ※各 90 分制
■料

金 大人 2,600 円

シニア（65 歳以上） 2,300 円

子供 1,000 円

幼児 500 円

※税金・サービス料込
■特

典

西町のパン屋 ブレ・ド・オール特製「バタール 1 本」お母さまにプレゼント

■ランチビュッフェメニュー例
〈琉球・和食料理〉

〈中国料理〉

・旬の食材を使った日替わり前菜5種

・契約農家の新鮮サラダ

・島豚しゃぶしゃぶ

・とろとろてびち

・イカスミの茶わん蒸し

・特製坦々麺

・揚げ出し豆腐の梅酢蓮根餡かけ

・香港風焼きそば

・和風カレー

・杏仁豆腐

・自家製豆腐

・こだわり炒飯

・本格握り寿司

・日替わり中華スープ

・アツアツ揚げたて天ぷら

・和食・中華共通スイーツ約10種

・旬の食材を使った日替わり前菜5種
※仕入れ状況により変更になる場合がございます。

琉球ダイニング 花風 〜はなふう〜

琉球ダイニング 花風 〜はなふう〜

琉球・和食 料理長 名嘉村 健

中国料理 料理長 三澤 陽一

シェフから一言

シェフから一言

琉球、和食、中国料理を楽しめるレストラン花

沖縄県産食材と旬の野菜を生かした花風の料理

風でレストランスタッフの笑顔とともにおもて

をご堪能ください。

なしさせていただきます。
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■株式会社ロワジール・ホテルズ沖縄
所在地

〒900-0036 沖縄県那覇市西 3-2-1

電話番号

098-868-2222( 代表 )

客室数

640 室（ロワジールホテル 那覇 551 室《本館 437 室、イースト館（別館）114 室》
ロワジール スパタワー 那覇 89 室）

飲食施設

「オールデイダイニング フォンテーヌ」「琉球ダイニング 花風」
「サンセットテラス パピヨン」（夏季営業）「バー プラネート」

その他施設

宴会場

9 会場、南風（ぱいかじ）テラス、三重城温泉、屋外プール、

屋内クアプール、フィットネスジム、スパトリートメント「CHURASPA」、ブライダルサロン、
交通アクセス

ショッピングプラザ、コンビニエンスストア
那覇空港から車で約 7 分。ゆいレール「旭橋駅」下車、徒歩 15 分

URL

https://www.loisir-naha.com

開業日

1993 年 2 月（ロワジールホテル那覇）、2009 年 7 月（ロワジール スパタワー 那覇）

報道関係者からの問い合わせ
ロワジールホテル 那覇
レベニュー＆マーケティング部 マーケティングチーム
TEL:098-868-2222 Mail: lnh.mkt@solarehotels.com
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