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浦和ロイヤルパインズホテル

「プレミアムフライデー」特別プランで美味しい週末を！
館内６レストランにてお得なサービスやプランをご用意
2017 年 2 月 24 日（金）

浦和ロイヤルパインズホテル（さいたま市浦和区仲町 2-5-1 総支配人：小賀 与敬）は、経済産業省が官民連携
で推進するプレミアムフライデーに賛同し、2017 年 2 月 24 日（金）
、第 1 弾企画として館内のレストラン 6 店舗に
おいて「プレミアムフライデー特別プラン」をご提供いたします。

対象となるのは、ブッフェレストラン｢ミケーラ」
、日本料理「四季彩」
、旬彩「赤松」
、中国料理「彩湖」
、ペスト
リーショップ「ラ・モーラ」
、
「トップラウンジ」
。プレミアムフライデーの実施に合わせ、通常より早めに商品を
提供開始するほか、お得なサービスやプランをご用意しております。
少し早めに仕事を終えて、美味しいお酒、お料理とともにちょっと豊かな週末を楽しみませんか？

※プレミアムフライデーとは
個人が幸せや楽しさを感じられる体験や、そのための時間の創出を促すことで、充実感・満足感を実感できるライフス
タイルの変革へのきっかけとなるなどの効果につなげていく官民連携の取り組みです。
「プレミアムフライデー推進協
議会」が中心となり、2017 年 2 月 24 日（金）に第１回目が実施されます。

【浦和ロイヤルパインズホテル 「プレミアムフライデー」 概要】
■実施日： 2017 年 2 月 24 日（金）
＊ご利用の際は、
「プレミアムフライデー特別プラン」とお申し付けください。
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ブッフェレストラン「ミケーラ」 『プレミアムフライデー』カップルディナーブッフェ！＜予約制＞
ローストビーフや生ハムのカッティングサービスなど
2 月開催中の肉料理をメインとしたブッフェ料理と飲み放題が
時間無制限(通常 2 時間)でご利用いただける限定プラン。
■料 金: 2 名様 9,000 円 (通常 11,000 円)（各税金込み）
■時 間: 17：30～21：00（最終入店 20：30）
■ご予約・お問い合わせ
TEL(048)827-1160 (ブッフェレストラン「ミケーラ」)

中国料理「彩湖」 プレミアムフライデー限定プラン

通常 17：30 のオープンを 1 時間 30 分早め、
16：00 にオープン。18：00 までにご来店いただいたお客様に贈る
限定プラン。本プランご利用の場合、
「全品１０％ＯＦＦ」で
追加オーダーをご注文いただけます。
■内 容: 料理４品+フリードリンク(2 時間)
前菜 4 種盛り合わせ、海老と季節野菜のさっぱり塩炒め、
揚げ物 2 種盛り合わせ、彩湖名物 埼玉県産香り豚の黒酢豚
生ビール、紹興酒、ワイン、焼酎、ウーロン茶
■料 金: 4,000 円（サービス料・税金込み）
■時 間: 16：00～21：00（最終入店 18:00）
■ご予約・お問い合わせ TEL(048)827-1164 (中国料理「彩湖」)

トップラウンジ スカイバル（スペイン風）＜予約制＞

通常 17：00 からご利用可能な人気商品「スカイバル」を
16：00 からよりご利用可能。ビール、カヴァ（スパークリングワイン）
、
スペインワインやバーテンダーが作る本格カクテル約 60 種が時間内に
飲み放題（最大 4 時間）と、お食事がセットになったお得なプラン。
■内 容：お料理 5 品（シェフおすすめビストロ風料理 5 品）
＋飲み放題（最大 4 時間）※通常 3 時間
■料 金: 3,900 円（サービス料・税金別）
※ご利用日 12:00NOON までの予約制
■時 間: 16:00～20:30（ラストオーダー 20:00）
■ご予約・お問い合わせ TEL(048)827-1165 (トップラウンジ)
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日本料理「四季彩」 生ビール半額

通常 17：30 のオープンを 30 分早め、17：00 にオープン。6,000 円以上の懐石を
ご注文のお客さまに生ビールを半額（860 円⇒430 円）でご提供します。
■対 象: 花懐石 6,000 円／ステーキ懐石 8,000 円ほか
■時 間: 17：00～21：00（ラストオーダー 20:30）
■ご予約・お問い合わせ TEL(048)827-1162 (日本料理「四季彩」)

ペストリーショップ「ラ・モーラ」チーズフォンデュ付きデザートブッフェ
各種プチケーキやフルーツのほかに、チーズフォンデュがセットに
なった 2 月のデザートブッフェを「プレミアムフライデー特別プラン」
として、15:00 以降ご利用のお客さまには、通常のコーヒー、紅茶
などの飲み放題に加えて、スパークリングワインも飲み放題。
（通常は 700 円増）
。熱々のチーズを、フランスパンや野菜、
ソーセージにたっぷりからめて、スパークリングワインとともに、
“プレミアムなフライデー”をお楽しみいただけます。
■料 金: 2,500 円（税・サービス料別）
■時 間: 15：00～17:00（最終入店 16:30）
■ご予約・お問い合わせ TEL(048)827-1162 (ペストリーショップ「ラ・モーラ」)

〇 〇 〇 〇 〇

旬彩「赤松」 生ビール（サントリー プレミアムモルツ）1 杯無料

通常 17：30 のオープンを 1 時間 30 分早め、16：00 にオープンし、料理を 1 品以上ご注文のお客様に生ビール（サン
トリー プレミアムモルツ）1 杯無料でご提供させていただきます。
２月のおすすめ特選肉料理（国産牛の厚切りステーキ、イベリコ豚ロースのグリル、国産牛のハンバーグステーキなど）
とともにお楽しみください。
■対 象: 1 品料理 480 円より（サービス料・税金別）
■時 間: 16：30～23：00（ラストオーダー 22:00）
■ご予約・お問い合わせ TEL(048)827-1163 (旬彩「赤松」)
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■浦和ロイヤルパインズホテル 概要
JR 浦和駅（東京駅から JR 上野東京ライン高崎線・宇都宮線で 24 分、
池袋駅から湘南新宿ラインで 18 分）より徒歩 7 分の高層ホテル。
晴れた日は富士山や筑波山、夜景が楽しめます。「鉄道博物館」や
「さいたまスーパーアリーナ」、「埼玉スタジアム 2002」、「さいたま市
大宮盆栽美術館」へも近く、埼玉観光の拠点としても便利です。
運営会社： 株式会社 浦和ロイヤルパインズ
開業日： 1999 年（平成 11 年）10 月 7 日
所在地： さいたま市浦和区仲町 2-5-1
主要施設： 客室 196 室、レストラン&バー8 店舗、宴会場 13 室、
チャペル、神殿、写真室、美粧室、衣裳室、駐車場、他

この報道資料に関するお問合せは：
浦和ロイヤルパインズホテル
企画室 番場・村上・高木
e-mail

k-banba@royalpines.co.jp（番場）

TEL.（048）827-1181(直通)/ FAX（048）827-1115

http://www.royalpines.co.jp/urawa

