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海老と季節食材のコラボレーション

BEST DISH FOR YOU～シュリンプフェア～
ロワジールホテル 那覇1階

オールデイダイニング フォンテーヌ

※写真はイメージです

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、2018 年９月８日（土）

～ 10 月５日（金）1 階 オールデイダイニング フォンテーヌにて、海老と季節の食材をバラエティに
富んだメニューが愉しめる「シュリンプフェア」を開催いたします。
ランチタイムは、曜日で変わる Best Dish として月・火は「赤海老のフライ タルタルソース・小海
老とエリンギの香草バター焼き」、水・木・金は「赤海老のグリル・小海老とマッシュルームのココッ
ト スクランブル添え」
、土・日は「海老と白身魚のグラタン・赤海老とムール貝のナージュ」を提供し、
ディナーでは、週替わりで楽しめる Best Dish をそれぞ提供致します。その他にも、その他、鉄板焼
きステーキ、釜焼きピッツア、魚料理、野菜料理、スイーツをお愉しみいただけます。
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1 階 オールデイダイニング

フォンテーヌ

『BEST DISH FOR YOU! シュリンプフェア』
■開 催 日 2018 年９月 8 日（土）～ 10 月 5 日（金）
■開催時間 ランチタイム

11：30 ～ 14：30

ディナータイム 18：00 ～ 21：00
■料

金 ランチタイム

大人 2,400 円

ディナータイム（平

子供 1,000 円

幼児 無料

日） 大人 3,800 円 子供 1,500 円 幼児 無料

ディナータイム（土日祝日） 大人 4,100 円 子供 1,500 円 幼児 無料
※9 月 15 日（土）～９月 17 日（月）は敬老の日スペシャルビュッフェを開催致します

『BEST DISH FOR YOU! シュリンプフェア

～敬老の日スペシャルビュッフェ～

』

■開 催 日 2018 年 9 月 15 日（土）～ 9 月 1７日（月）
■開催時間 ランチタイム

一部／ 11：15 ～ 12：45 二部／ 13：00 ～ 14：30 ※各 90 分制

ディナータイム 一部／ 17：45 ～ 19：45 二部／ 20：00 ～ 22：00 ※各 120 分制
■料

金 ランチタイム

大人 2,400 円

子供 1,000 円

幼児 無料

ディナータイム 大人 4,100 円

子供 1,500 円

幼児 無料

＜シニア割引特典 ※前日までの予約＞
シニア（65 歳以上）のお客様 ランチ通常 2,400 円

→ 2,200 円

ディナー通常 4,100 円 → 3,800 円
■Best Dish

ランチビュッフェ「赤海老の網焼き」
「海老と白身魚のグラタン」
ディナービュッフェ「オマール海老とマンゴーのサラダ」
「ロブスターのパエリア」

■ディナースペシャルプレート オマール海老のオーブン焼き（半身）
（大人料金で前日までにご予約いただいたお客様限定）

※料金は税金・サービス料込みです。
詳しくは、ロワジールホテル 那覇公式ホームページをご覧ください。
https://www.loisir-naha.com/restaurant/
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■ランチビュッフェ Best Dish ～曜日毎のアレンジメニューをお楽しみください～
【ランチ】
月・火

「赤海老のフライ タルタルソース・小海老とエリンギの香草バター焼き」

水・木・金 「赤海老のグリル・小海老とマッシュルームのココット スクランブル添え」
土・日

「海老と白身魚のグラタン・赤海老とムール貝のナージュ」

■ディナービュッフェ Best Dish ～ディナーでお楽しみいただけるシュリンプメニュー
・9 月 8 日（土）～ 15 日（土）「ジャンボ赤海老のグリル」
・
「小海老たっぷりのジャンバラヤ」
「海老とじゃがいものマヨネーズ焼き」
・9 月 16 日（日）～ 22 日（土）「ジャンボ海老フライ タルタルソース添え」
「海老と季節野菜のピリ辛ソテー」
・
「小海老とマッシュルームのパイ包み」
・9 月 23 日（日）～ 29 日（土）「オマール海老と白身魚のスフレ仕立て」
「海老と白身魚の香草バター焼き」
・
「オマール海老のコロッケ」
・9 月 30 日（日）～ 10 月 5 日（金）
「ジャンボ赤海老のグリル」
・
「小海老たっぷりのジャンバラヤ」
「海老とじゃがいものマヨネーズ焼き」

オールデイダイニング

フォンテーヌ

料理長 新川 哲矢

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てお
ります。お客様のテーブルから生まれる、一つ一つ
の物語をお手伝いできるように心を込めて美味しい
お料理をお届けいたします。
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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、

ショッピングプラザ、コンビニエンスストア
�交通アクセス 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
石川（いしかわ）・長田（ながた）まで
TEL:098-868-2222 Mail: lnh.mkt@solarehotels.com
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