
写真はイメージとなります。

リーフレット料金の表示はすべて税込となります

KoKoRoKoKoRo
Restaurant

-
News 21

平　日　　　　　    昼食 　11：00～15：00 Lo14:00
夕食および土日祝　昼食 　個室/予約制（6名様より承ります）

営業時間

076-264-7857 1F

四季折々の風景が彩る庭園を
眺めながら数奇屋建築の店内で
本格加賀会席の味を気軽に
お楽しみいただけます。

席数　72 席
紅梅亭　最大 20 名様

花かご御膳

かわいい竹かごに “古都金沢のみやび ”
を点心風に郷土料理の治部煮や蓮蒸しが付く
華やかな御膳です。
※完全予約制で 1組で最大で 8名様までの
　予約とさせて頂きます。
※年末年始の期間は通常価格となります。
（12 月 29 日～ 1月 8日まで）

平日
限定

2,000円（コーヒー付）

Lunch
11:00 15:00～

＜特別ランチ＞

<１名様>

5,100円

＜白梅亭　冬のご宴会プラン＞
お料理・和会席

※ご予算に応じていかようにも承ります。
※8名様より
２日前までにご予約下さいませ。

※ご予算に応じていかようにも承ります。
※8名様より
２日前までにご予約下さいませ。

季節のお料理をお楽しみ頂ける
白梅亭の宴会プラン、
旬の味覚をお楽しみ下さいませ。

6,250円
7,250円
9,350円

梅コース
竹コース
松コース
高砂コース
フリードリンク 1,850円～2時間　1名様

ご宴会

特別ランチはご予約不可Lo 13:30

（コーヒー付）2,800円（コーヒー付）
みやび御膳

六角のお重を開けると彩りよく
旬の味覚が勢ぞろい。
デザートプレートは 6種盛。

平日限定 ランチタイム  完全予約制

12月、1月、2月の期間はスペシャルプライス!!

（コーヒー付）1,200円（コーヒー付）

2019年ー2020年

おすすめ御膳

大好評を頂いております。
白梅亭の平日限定ランチです。

→

平日
限定

特別価格
2,550円
通常価格

全館休館日のご案内
2020年1月7日・8日

■ご昼食
◆営業日時　12月31日（火）～1月6日（月）  
　　　　　　11:00～15:00（14:00L.O）
※アイビスランチは12月28日（土）～1月8日（水）まで
　お休みさせて頂きます
※白梅亭メニューも一部ご提供致します

■ご夕食
◆営業日時　12/31(火)～1/4(土)
　　　　　　17:30～21:00（20:30L.O）
～メニュー～
・新春特別コース料理
　　　和会席　　　　　８，０００円
　　　洋コース　　　　　　６，０００円
・お子様コース　　　　３，０００円

※上記期間中は特別メニューのみとなります
※当日でも承ります　※1月5日（日）より通常メニュー
※和会席は12/31及び1/1のみ9,000円になります
※洋コースは12/31及び1/1のみ7,000円になります

上記料金はすべて税込となります

※５・６日お休み

※この期間のみ特別営業

※完全予約制(12月31日までにご予約ください)
※1/3(金)～通常営業

～メニュー<新春おせち朝食>～
 　［お一人様］大人 ３，０００円 小人１，８００円

■ご朝食
◆営業日時　1/1(水)～1/2(木)
　　　　　　7:00～10:00

■ご昼食
◆営業日時　12月31日（火）～1月4日（土）
　　　　　　11:00～15:00（14:00L.O）
■ご夕食
◆営業日時　12/31(火)～1/2(木)
　　　　　　17:30～21:00（20:30L.O）

～メニュー～
・和洋折衷　　　　１０，０００円　
・和会席　　　　　　８，０００円
・お子様膳　　　　　３，０００円
※上記期間中は特別メニューのみとなります
※要予約　前日までにご予約願います
※和洋折衷は12/31及び1/1のみ11,000円になります
※和会席は12/31及び1/1のみ9,000円になります

和食処 白梅亭　1F レストラン アイビス　2F

年末年始レストランのご案内



リーフレット料金の表示はすべて税込となります

写真はイメージとなります。

写真はイメージとなります。

写真はイメージとなります。

写真はイメージとなります。

バー テン＆テン
Ｂａｒ Ｔｅｎ Ｔｅｎ＆

 19：00～23：00営業時間

076-264-3261(代） 1F

席数　30 席

イングランドチェダー調の隠れ家的
ムードで楽しめる本格派のバー。

２次会プラン

名残惜しいご宴会の後の 2次会に
お得なプランをご用意いたしました。

2,750円<１名様>

15名様以上で
貸切・カラオケ付にもできます。

＜フリードリンク 90 分＆おつまみ＞

土・日曜日・祝はご予約制

ビール・ワイン・ウィスキー・焼酎
サワー・ソフトドリンク

17:30 21:00～

Dinner 

6,050円<１名様>

4,000円（フリードリンク付）<１名様>

和食器を使いながらお箸で頂く
フレンチ味匠。
シェフが吟味した旬の食材を
金澤フレンチで。

◇西洋懐石　味匠◇

4,400円<１名様>

◇西洋懐石　味彩◇

17:30 21:00～

Party

11:00 15:00

R RE S T A U A N T

モーニング 　7：00 ～   9：30
ランチ 　 11：00 ～ 15：00 (Lo14:00)
ディナー   　17：30 ～ 21：00 (Lo20:30)

営業時間

 076-264-7860 2F

窓一面に映し出される
金沢城公園のワイドビュー昼間は爽やかに
夜はしっとりとシェフ自慢の
金澤フレンチをご堪能ください。

席数　72 席
個室　1室  6 ～ 16 名様

～

Lunch

※上記料金はご宴会・レストランご利用のお客様料金となります。

大切なあの方にふさわしく･･･大切なあの方にふさわしく･･･
在りし日の故人を偲び、和やかに語り合うひととき。
心のこもったお料理ときめ細やかなおもてなしでお手伝いさせていただきます。
在りし日の故人を偲び、和やかに語り合うひととき。
心のこもったお料理ときめ細やかなおもてなしでお手伝いさせていただきます。

K K Rの偲ぶ会～ご法要～KK Rの偲ぶ会～ご法要～

アイビスランチ（週替り）……… 1,100円

1,750円

・週替わりのメインA魚料理orB肉料理よりチョイス！
Lo13:30 商品

※平日　1日10食限定

☆ランチにはブッフェがついております。
　内容はサラダ8種・スープ2種・パン6種
　コーヒー/紅茶が付きます。

ホリデーランチ……………………
・シェフおまかせのメイン料理　

・オードブル
・メイン料理2種（お魚・お肉）
・デザート

※予約は1組最大10名様迄
※期間は令和2年1月11日～2月29日迄
　期間以外は通常価格となります。

1870円

シェフ特別ランチ
特製ビーフシチュー
　　　　………
・深いコクとやわらかなお肉が食欲を
　　そそるシェフ特製のリッチな味わい

アンジェランチ……

3,570円
・オードブル
・メイン料理3種
（お魚・お肉・シェフ厳選の一品）
・デザート

シエルランチ………

【土・日・祝限定】 

法要内覧会　
2月 23 日（日）

・ご成約特典をご用意しております。

・ご会食会場展示
・ご法要引き物展示
・ご法要料理サンプル展示
・ご相談コーナー

無料・要予約10:00~16:00

2,300円
平日限定 ランチタイム  

→
特別価格

2,800円
通常価格

特別価格でご提供!!  シェフ厳選のダブルメイン♪

・選べるドリンク内容は
　（ビール・日本酒・ワイン赤/白・ウィスキー・焼酎・
　　　　　　　　　　　カクテル・サワー・ソフトドリンク）

平日
限定

平日
限定

平日
限定

お得な選べる２ドリンク付 !!
少人数向け　忘年会プラン♪
このシーズンにぴったりの
お得な少人数プランをご案内させていただきます。
内容は２名様から１０名様までご利用いただける限定プラン。
KKR ホテル金沢でお得に美味しいお食事をご堪能くださいませ。

料金は税込 4,000 円でコース料理＜7品＞
選べる 2ドリンク付がセット






