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本館 40 周年・NEW WING25 周年

周年記念プロモーション第 4 フェーズスタート
期間：2022 年 1 月 1 日（土）~2022 年 3 月 31 日（木）
ホテルメトロポリタン 盛岡 （本館：所在地／盛岡市盛岡駅前通、NEW WING：所在地／盛岡市盛岡駅
前北通 総支配人／佐藤隆）は、おかげさまで本館 40 周年、NEW WING25 周年を迎えました。
ご愛顧くださったお客様に感謝と新しいホテルのライフスタイルの提案を含め、周年プロモーションを 2021 年 4 月から
2022 年 3 月までの期間中、4 つのフェーズに分けてプロモーションを展開しております。周年を括る第 4 フェーズ、
2022 年 1 月からのレストラン情報や宿泊プラン、イベント情報をご案内いたします。

＜レストラン企画＞
・NEW WING 1 階 日本料理「対い鶴」
■ホテル周年記念 対い鶴特製 招福恵方巻
節分の日にその年の縁起のいい方角（恵方）を向いて、願い事をしながら無言で頬張ると願いが叶うといわれている
恵方巻き。今年は周年記念にふさわしい豪華な食材を使用した招福恵方巻をご用意いたします。
上質できめ細やかな霜降りで肉質がしっとりとしている前沢牛は程よくあぶって余計な脂を落とし、肉の旨みを閉じ込め
て香ばしく仕上げ、生うにと合わせて深いコクと旨みを味わえる恵方巻に仕上げました。
【販売期間】 2022 年 1 月 29（土）～2 月 3 日（木）
【予約締切】 お引渡し 3 日前 19:00 までにご予約ください。
【引渡時間】 11:30～18:00
【価

格】 1 本 6,000 円（約 20 ㎝）

【店

舗】 日本料理「対い鶴」

【予約・問い合わせ】HP または 019-625-6260（受付時間 10:00~20:00）

■四季の味わい～冬酒～
岩手県内の蔵元から厳選した新酒セットをご用意いたします。
岩手の銘酒と丹精込めて作る日本料理をお愉しみください。
【期 間】 2022 年 1 月 1 日（土）～3 月 31 日（木）
【時 間】 17:00～19:30（L.O）
【内 容】 30ml×5 種セット（6 シリーズ予定）
シリーズの中には、伝統的な搾り方のふなしぼり、荒ばしり、ふくろつり等の新酒をご用意いたします。
【料 金】 1,500 円
【店 舗】 日本料理「対い鶴」
【特 典】 期間中専用カードにスタンプ 3 つで、次回ご利用時日本酒 1 グラス（120ml）プレゼント
【予約・問い合わせ】HP または 019-625-6260（受付時間 10:00~20:00）

・NEW WING 2 階 フランス料理「モン・フレーブ」
■グルマン 冬の美食会
モン・フレーブでは食とワインを楽しむ美食会を開催いたします。
料理は冬の食材や、この日のために厳選した食材をシェフが素材をいかしながら新たな息吹を吹き込みます。また、お
飲み物はソムリエがペアリングし、赤ワインはニューウイングが誕生した 1996 年の「シャトー・ジスクール」マグナムボトルを
ご用意いたします。
【開催日】 2022 年 2 月 4 日（金）
【時

間】 18:00 開宴

【料

金】 お一人様 30,000 円（お料理・ワインペアリング）

【店

舗】 フランス料理「モン・フレーブ」

【予約・問い合わせ】HP または 019-625-6262（受付時間 11:00~19:30）

・NEW WING 2 階 ダイニング＆バー「ジョバンニ」
■4 店レストラン料理長が腕を振るう 1 日限りの Sunday Dinner Buffet
毎週日曜ディナータイムに開催しているサンデーディナーブッフェが、日本料理「対い鶴」、チャイニーズダイニング
「JUEN」、フランス料理「モン・フレーブ」、ダイニング＆バー「ジョバンニ」の各店料理長が腕を振るう「1 日限りの
Sunday Dinner Buffet」を開催。4 店舗の料理長が目の前で仕上げるこだわりのメニューをお楽しみいただけます。
食後は、開放的な空間の 1 階のティーラウンジ「クローバー」にて「デザートプレートとお飲み物」をゆったりとご堪能いた
だけます。
【開催日】 2022 年 2 月 27 日（日）
【時

間】 ①17:30～／②19:30～

【料

金】 お一人様 10,000 円

【店

舗】 ダイニング＆バー「ジョバンニ」

【予約・問い合わせ】 019-625-6261（受付時間 9:00~20:00）

・本館 4 階 チャイニーズダイニング「JUEN」
■桂林×JUEN コラボメニュー
四川フェア第二弾として、ホテルメトロポリタン（池袋）「桂林」緑川料理長と「JUEN」橋本料理長、両料理長の熟
考されたコラボメニューを期間限定でお楽しみいただけます。
【期

間】 2022 年 3 月 1 日（火）～3 月 31 日（木）

【時

間】 17:00～19:30（L.O）

【料

金】 お一人様 7,000 円

【店

舗】 チャイニーズダイニング「JUEN」

【予約・問い合わせ】019-629-2612（受付時間 10:00~20:30）

■池袋饗宴全席
ホテルメトロポリタン（池袋）「桂林」の緑川料理長をお招きして 1 日限りのイベントを開催いたします。
両レストラン料理長の技巧と厳選食材で奏でる特別なコースメニューをご堪能ください。
【開催日】 2022 年 3 月 16 日（水）
【時

間】 受付 18:00～／開宴 18:30

【料

金】 お一人様 12,000 円（お料理・ドリンク）

【店

舗】 チャイニーズダイニング「JUEN」

【予約・問い合わせ】019-629-2612（受付時間 10:00~20:30）
「桂林」 緑川料理長

「JUEN」 橋本料理長

＜バンケット企画＞
■狩野総料理長×シャンパーニュ・テタンジェ 就任記念ガラディナー
第 4 代総料理長に就任した狩野美紀雄がお贈りする一夜限りの晩餐会
こだわり抜いた素材を使用したコース料理とワインのペアリングで至福の時間をお過ごしください。
【開催日】 2022 年 3 月 4 日（金）
【時

間】 受付 18:00～／開宴 18:30

【会

場】 NEW WING 4 階メトロポリタンホール

【料

金】 お一人様 20,000 円（お料理・ドリンク）

＜宿泊企画＞
■ニューウイング 25 周年記念 最大 25 時間ステイを含む５大特典付宿泊プラン
お客様への感謝の気持ちを込め、5 つの特典が付いた謝恩プランをご用意いたします。
【期 間】 2022 年 1 月 1 日（土）～3 月 31 日（木）
【客 室】 ニューウイング「デラックスツイン」
【特 典】 ①ロングステイ最大 25 時間ステイ（13 時イン・14 時アウト！）
②盛岡駅ビルフェザン・ホテルで使えるお買物券 2,000 円付（お二人様合計）
③朝食ブッフェ付（ランチに振替可能！）
④お土産にホテルオリジナルパウンドケーキ 1 本付
⑤駐車場 1 泊につき 1 台まで無料
【料 金】 1 泊朝食付お一人様 10,400 円～（お二人様合計 20,800 円～）
【予約・問い合わせ】HP または 019-625-1211

■卒業記念【フランス気分】スイートルーム＆フレンチディナー付宿泊プラン（夕食・朝食付）
卒業旅行はフレンチディナー！思い出に残る卒業旅行はいかがでしょうか。
【期 間】 2022 年 2 月 1 日（火）～3 月 31 日（木）
【客 室】 ニューウイング「メトロポリタンスイート」または「ウイングスイート」
【特 典】 ①フランス発祥の焼菓子「フィナンシェ」と「ウェルカムフルーツ」をプレゼント
②ご宿泊はヨーロピアンクラシカルと盛岡の情緒が融合されたハイクラスな室内空間のメトロポリタンスイート
またはウイングスイートでゆとりのくつろぎを
③お部屋には南フランス発ロクシタン（L'OCCITANE）のバスアメニティとイオンスチーマー「ナノケア」付
④ご夕食のフレンチディナーにお好みのドリンクをお好きなだけご利用いただけるフリーフロー付
⑤朝食はルームサービス
⑥通常チェックアウト 11 時を 12 時までご滞在可能
【料 金】 二名様ご利用時お一人様
メトロポリタンスイート お一人様 53,000 円／ウイングスイート お一人様 43,000 円
【予約・問い合わせ】HP または 019-625-1211

周年記念専用ページ：https://morioka.metropolitan.jp/feature/anniversary.html

※掲載写真はすべてイメージです。
※表示の料金には消費税または、消費税及びサービス料が含まれております。

ホテルメトロポリタン盛岡
本件に関するお問合わせは、盛岡ターミナルビル株式会社 ホテルメトロポリタン盛岡 広報担当 源田・石宇
〒020-0034 盛岡市盛岡駅前通 1-44 TEL019-629-2601（広報直通） E-mail metro@mtb.jregroup.ne.jp

