
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

43

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

Lunch

Infomation

11:00 15:00～

＜特別ランチ＞

<１名様>

5,100円

＜白梅亭　歓送迎会プラン＞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。

（コーヒー付）1,200円（コーヒー付）

期間　2020年3月28日 (土 )　～　4月12日 (日 )

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

上記料金はすべて税込となります

(オードブル・メイン魚料理・デザート・ブッフェ付)

(オードブル・メイン肉料理・デザート・ブッフェ付)

(オードブル・ダブルメイン魚＆肉料理・デザート・ブッフェ付)

～メニュー～　　　和食処 白梅亭　1F

・お花見御膳
・竹籠御膳
・花みやび
・桜会席
・お子様御膳

2，4００円　
2，95０円　
３，2００円
３，７００円
１，８００円

～メニュー～　　　　　　レストラン アイビス　2F

・桜ランチ

・桜スペシャル

・桜プレミアム

・お子様ランチ

2，4００円　

2，60０円　

３，7００円

1，1００円

お花見期間
ランチ営業のご案内

１部  １１:３０までのご予約
　　　(滞在時間は１２:４５までとなります )

２部  １３:００以降のご予約
お花見期間の3月28日(土)～4月12日(日)に
合わせてお昼のメニューが“お花見ランチメニュー”
になります。又、お席のご予約も下記の通り2部制

になります事ご了承下さいませ。



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 

7,700円<１名様>

4,000円（フリードリンク付）<１名様>

記念日、お祝い、大切な一時　
お客様のご予約に合わせ
シェフこだわりの素材を活かした
本格フレンチコースをご準備いたします。
どうぞお愉しみくださいませ。
特別なお料理をご用意いたしますので
ご予約制とさせて頂きます。
（2日前までのご予約制）

＜メニュー＞
アミューズ盛合せ
本日のオードブル
本日のスープ
魚料理
肉料理（能登牛のポワレ）
本日のデザート
パン or ライス
コーヒー or 紅茶

◇能登牛コース◇

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。※個室貸切の場合は別途料金頂戴いたします。

よろこびの笑顔が集う祝の宴。よろこびの笑顔が集う祝の宴。

KK Rお祝いごとのご案内KK Rお祝いごとのご案内

アイビスランチ（週替り）……… 1,100円

2,000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

※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。

プレジールランチ……………………
・メインディッシュがお魚のお得なランチ

・オードブル
・メイン料理2種
（お魚・お肉・シェフ厳選のダブルメイン）
・デザート

1870円

シェフ特別ランチ
石川県産ふぐと
　車海老のポワレ……　
・ふんわりなふぐと
　　　　　ぶりぶり海老のハーモニー♪

アンジェランチ……

3,570円

7,700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………

祝会席

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

お得な選べる２ドリンク付 !!
少人数向け　歓迎会プラン♪
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

2,800円

長寿のお祝い・ご結婚のお祝い・お子様の成長のお祝い、
日本ならではの慶事の席を各会場とともにお選びいただけるお祝い会席にいたしました。

日本料理は、目で楽しみ、舌で味わい、心を癒すもの。
金沢ならではの四季を取り込み、
伝統ある和食の技法で食材をいかした、一期一会の感動を
お届けいたします。

☆メインディッシュをお肉料理に変更もできます♪
　　　　　　　　　　　　　　　プラス250円（税込）



会場スタイルをお選びいただけます

飲み放題プラン 2 時間を超える場合は延長料金を
頂戴いたします。

■ビール

■焼酎

■烏龍茶

■オレンジジュース（税込）
お一人様

オプション （税込）

■ワイン（赤・白）

■ウィスキー

■ハイボール　　■ノンアルコールビール

■日本酒

■サワー　

5月号5月号5月号5月号5月号
会議・宴会のご案内会議・宴会のご案内may

Banquet Information

※2019年10月１日より、消費税率の変動に伴い金額を改訂させていただいております。※2019年10月１日より、消費税率の変動に伴い金額を改訂させていただいております。

＊ 宴会場は着席８名様～３００名様の対応ＯＫ！

＊ 立食（２０名様～）・着席どちらも対応可能です。

＊ 会議・宴会ではサービス料をいただいておりません。

＊ ご予約は ３日前までにお願いいたします。（御人数によります。）

＊　料理写真はイメージです。

＊ 宴会場は着席８名様～３００名様の対応ＯＫ！

＊ 立食（２０名様～）・着席どちらも対応可能です。

＊ 会議・宴会ではサービス料をいただいておりません。

＊ ご予約は ３日前までにお願いいたします。（御人数によります。）

＊　料理写真はイメージです。

①  お迎え または お送りサービス ※ ２０名以上

②  ビンゴゲーム機 ・ カラオケサービス（先着2組） ※ ３０名以上

③  スクリーン ・ プロジェクター使用料サービス ※ ３０名以上

④  ホテルご招待券プレゼント ※ ３０名以上

⑤  飲み放題 1種類追加 ※ フリードリンクオプションより

⑥　席札等のペーパーアイテムサービス

①  お迎え または お送りサービス ※ ２０名以上

②  ビンゴゲーム機 ・ カラオケサービス（先着2組） ※ ３０名以上

③  スクリーン ・ プロジェクター使用料サービス ※ ３０名以上

④  ホテルご招待券プレゼント ※ ３０名以上

⑤  飲み放題 1種類追加 ※ フリードリンクオプションより

⑥　席札等のペーパーアイテムサービス

★歓送迎会ご予約受付中★

※料理とフリードリンク両方のご利用に限ります。※料理とフリードリンク両方のご利用に限ります。

6,950 円～（税込）

7,250円（税込） 9,350円（税込）

フリードリンク付お１人様料金

5,100円（税込） 6,250円（税込）
7,250円（税込） 9,350円（税込）

会場
ご案内

＊　バーでの2次会を　　　　　　　　でご提供いたします。

＊ 当日ご宿泊の空室がある場合は　　　　　　　　でご提供いたします。

＊　バーでの2次会を　　　　　　　　でご提供いたします。

＊ 当日ご宿泊の空室がある場合は　　　　　　　　でご提供いたします。

特別価格
特別価格

3/1 5/31
2020

5,100円（税込） 6,250円（税込）

7,250円（税込） 9,350円（税込）

宴会プランをご利用のお客様だけの特別価格！

お１つチョイス！
お１つチョイス！
お１つチョイス！選べる６つの特典

美味しいお料理とお飲物、
そして心からのおもてなしでお待ちしております

歓送迎会以外にも懇親会など多様にご利用ください

美味しいお料理とお飲物、
そして心からのおもてなしでお待ちしております

歓送迎会以外にも懇親会など多様にご利用ください

フレンチコース
和会席コース

洋食大皿コース

和洋折衷コース




