
2018. 9月～11月号

※夜間はホテル代表電話につながります。※料金は全て税別価格となります。※掲載写真はイメージです。
※お日にちによっては混み合う場合や貸切営業の場合がありますのでご予約をおすすめ致します。

ソレイユ直通 TEL.0566-41-7174

Information 25th Anniversary お か げ さ ま で 2 5 周 年

昼 / 11:30～14:00
　   （O.S.13:30）
夜 / 17:30～21:00
　   （O.S.20:30）

有効期限：2018年 11月末まで　※イベント開催時は除きます

※１グループにつき１枚４名様まで　※コピー不可　※シルバー割引及び他券との併用不可

　　　　　　　  COUPON TICKET

ハーフランチ
バイキング 10％OFF

有効期限：2018年 11月末まで　※イベント開催時は除きます

※１グループにつき１枚４名様まで　※コピー不可　※シルバー割引及び他券との併用不可

　　　　　　　  COUPON TICKET

ディナーバイキング
ご利用時 10％OFF平日限定

毎日
開催 ハーフランチバイキング

展望レストランでいつもと違うランチタイム 和・洋のメイン料理の中から
お好きな1品をお選び頂き、その他は
バイキングスタイルでどうぞ。

メイン料理１品＋バイキング
（￥1,280～￥2,480税別）
※お選び頂くメイン料理によって料金が異なります。

※通常メイン料理をご希望のお子様は大人料金より
　200 円割引にてご利用頂けます。
※土・日・祝日は 90 分制とさせて頂きます。

◆料金
大人（中学生以上） ………………￥1,280（税別）～
シルバー（60歳以上・要証明） ￥1,080（税別）～
小学生（4年生以上） ……………￥1,080（税別）～
【バイキング料理のみ】

小学1～3年生 ………………… ￥680（税別） 
幼児（3歳未満無料） ……………………… ￥480（税別）  

シルバー割引あり

3歳以上のお子様には
ガチャガチャ（１コイン）
プレゼント !

土曜日
18：00より

「マグロ解体」
イベント開催中！

好評開催中！!

秋のディナーバイキング
和洋中約 50種類のバイキングをご利用頂けます。また、人気のハーフ
ランチバイキングメイン料理がバイキングコーナーに登場！この季節
だけのスペシャルバイキングです。是非ご家族皆様お揃いでお越しくだ
さいませ。13Fからの夜景とともにお楽しみくださいませ。

＊ディナーバイキング限定＊

土・日・祝日夜はお寿司も食べ放題！
平日は刺身をご用意！

シェフが目の前で焼き上げる
ステーキが食べ放題！

◆期間  9月1日（土）～11月30日（金）17：30～ 21：00
◆料金
大人（中学生以上） ……………￥2,700（税別）
シルバー（60歳以上・要証明） ￥2,500（税別）
飲み放題（90分）………￥1,580（税別）

小学生  ……………………￥1,500（税別）
幼児（3歳未満無料） ………￥1,000（税別）
飲み放題（120 分）￥2,000（税別）

◆料金 お一人様　通常 ￥4,280（税別）  ⇒￥3,800（税別）  
※このプランは特別料金の為、他割引サービスと併用はできません。

コミコミプラン（飲み放題＋食べ放題90分）幹事様
必見！!

有効期限：2018年 11月末まで　※イベント開催時は除きます

※１グループにつき４名様まで　※コピー不可　※他券との併用不可

　　　　　　　  COUPON TICKET
　　　　　　　ディナーバイキングご利用時

 生ハムサービス 1名様
1,000円相当

土日祝日限定

お誕生日や結婚記念日などお祝いのお食事に…

アニバーサリーディナー
13Fからの夜景とともに、旬の食材を使った
シェフ渾身のフルコースをお楽しみください。

『フレンチフルコース』
◆料金　お一人様

￥5,800（税別）   /￥6,800（税別） 
￥10,000（税別） 

※前日15時までにご予約ください。
※イベント開催時はお受けできない場合がございます。

アニバーサリーディナーご利用で
「銀婚式（結婚 25周年）」を

お迎えのお客様に

記念品をプレゼント

25周年特別企画

賞味会
～至高の美食探求～
◆期間  9月28日（金）

◆料金　お一人様
　　　 ￥15,000（税別）  

※完全予約・前売りチケット制

『フレンチフルコース＋
  フリードリンク付』

『蟹バイキング』12 月の金・土・日・祝日夜は

『ソレイユ新春スペシャルコース』1/1～1/3 昼夜限定

『クリスマスディナー』予告
12月1日（土）～25日（火）夜限定

￥10,000 相当のコース ⇒￥7,000（税別）  ※前日15時までに要予約

次回ご利用時、

パルマ産生ハム
2名様分サービス

スタンプ5 個で
ソレイユ選定！
お家で使える
小皿セット

スタンプ15 個でスタンプ10 個で
ソレイユハーフランチバイキング
￥1,280（税別）

食事券プレゼント
※ご利用期間
　2019 年1月4日～2月28日

25周年 オータムイベント

衣浦グランドホテル創立25周年記念とし、ソレイユにてスタンプラリーを開催致します。

ソレイユにてご利用金額1,000円につきスタンプを１つ押印します。

『ソレイユ秋のスタンプラリー』
◆期間  9月1日（土）～11月30日（金）
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●詳細はホームページ又はお電話にて

TEL.0566-41-7171（代）
http://www.kinuuragrand.jp

碧南市田尻町1-1-9（明石公園前） FAX.0566-41-7170

■共通待遇／交通費規定支給、制服貸与、残業手当、車・バイク通勤ＯＫ
■応募／電話連絡後、履歴書（写貼）をご持参ください。 ■電話／ 0566-41-7171（代）　担当：澤本

【正社員】和食調理／洋食調理／レストランホールサービス
※経験者優遇 ※社会保険完備 ※試用期間あり　

【月給】￥175,000～￥300,000
【勤務時間】シフト制・実働8時間 ※残業あり
【休日】年間108日 ※有給・慶弔休暇あり

求人
情報

2018. 9月～11月号

和食・洋食・中華と様々なお料理をお楽しみ頂ける
期間限定宴会プランです。大皿でご提供する
卓盛スタイルでご用意致します。

おかげさまで
年中愛知県民プラン

◇ご予約・お問い合わせは 宴会受付 0566-41-7171（代）までお気軽にどうぞ。

◆期間  2018年 2月1日（木）～12月31日（月）
◆料金　お一人様  ￥5,800（税別）  

※お二人様より承ります。※10 名以上の団体様でのご利用はご遠慮くださいませ。
※シングルルームをご希望の場合は追加料金を頂戴致します。

◆内容　１泊２食付き ※ご夕食は13Ｆレストランにて和洋中バイキングとなります。

◆期間  2018年 2月1日（木）～12月31日（月）
◆料金　お一人様  ￥5,800（税別）  
◆内容　和・洋・中の卓盛料理

25周年特別宿泊プラン 25周年特別宴会プラン

『 Thanks Plan 』
～サンクスプラン～

通常料金より

45％
OFF

※愛知県在住の方限定（ご宿泊者のうちお一人様が確認できれば承ります）
◇ご予約・お問い合わせは 宿泊課 0566-41-7171（代）までお気軽にどうぞ。

※レストラン貸切時・イベント開催時は除きます。

『和会席』 お一人様 ￥5,000（税別）   ／ ￥6,000（税別）  
※「和会席」の場合は和室と洋室のどちらでもご利用いただけます。
※￥4,000（税別）もご用意致します。

お一人様 ￥5,000（税別）   ／ ￥6,000（税別）  
お箸で食べる『フレンチフルコース』

※「フレンチフルコース」の場合は洋室のみのご利用となります。

和会席 『御祝膳』
お一人様 ￥8,000（税別）   ／ ￥10,000（税別）  

フレンチフルコース

『Bonheur～ボヌール～』
お一人様 ￥8,000（税別）   ／ ￥10,000（税別）  

お祝いプラン    【 会場費 2時間無料 】

ご法要プラン    【 会場費 2時間無料 】

ご家族、ご親戚と一緒に故人を偲ぶ。
そんなひとときに合わせた料理を
和食とフレンチからお選びください。

＊乾杯用食前酒（ノンアルコール）をサービス
＊記念写真をご利用の場合、通常価格より10%OFF
＊当日ご宿泊の場合、特別価格にてご用意

お祝いプラン特典

大事な人と過ごす特別な時間。
華やかで優雅な時間をシェフが腕によりを
かけた数々の料理とともにご堪能ください。

『精進料理』
お一人様 ￥5,000（税別）～  

10名様以上マイクロバス（27名乗り）無料送迎承ります。
※台数に限りがございます　※送迎は近隣とさせて頂きます

ご予約・お問い合わせは宴会受付まで　TEL.0566-41-7171（代）

結婚記念日やお誕生日、還暦祝い、敬老の日のお食事にも…

スーツ ………………………￥29,000（税別）   ¥31,320（税込）　～
フォーマル ……………… ￥39,000（税別）   ¥42,120（税込）　～
オーダーワイシャツ ……￥8,900（税別）     ¥9,612（税込）　～
オーダーシューズ ……￥45,000（税別）   ¥48,600（税込）　～
※スーツのお仕立ては約１ヶ月、シューズは約1ヶ月半で完成致します。 ※写真はイメージです。

￥30,000以上のオーダー商品をご購入のお客様には「スイートルームご招待券」と「ソレイユお食事券」をプレゼント！！

一生モノの
革靴と
出会う。

◆開催日　2018年 10月20日（土）・21日（日）
◆時　間　10：00～20：00（最終日10/21は19：00まで）
◆場　所　1Fラウンジ 特設会場
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入場無料
男のオーダーグッズフェアー自分の為だけに作られる

「贅沢」を味わう

「男のオーダーグッズフェアー」を２日間の期間限定にて
開催致します。ボタンや裏地もお選び頂ける、
お客様だけのオリジナルスーツや革靴をお作り致します。
是非この機会にお越しくださいませ。

就職や成人式を迎える方への「贈り物」としても最適です

予告

忘年会にもおすすめ


