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ホテルブリランテ武蔵野は
おかげさまで開業　　周年20

和洋
コー
ス料
理 融合

2022
SUMMERParty Plan

和洋コース料理 2時間コース

「融合~HUGO～」

フリードリンクプラン
A

￥6,600（税・サ込）

￥2,000

前菜 / 蒸し物 / 魚料理 / 肉料理 / 本日の蕎麦 /
デザート / パン / コーヒー

【料理内容】

お一人様

プラン

ベーシックアイテム
下記より１種

（税・サ込）

ウイスキー・焼酎
or

日本酒（常温・燗）

B
￥2,300

プラン

ベーシックアイテム
下記より2種

（税・サ込）

ウイスキー・焼酎
or

日本酒（常温・燗）

C
￥2,500

プラン

ベーシックアイテム
下記全種

（税・サ込）

ウイスキー・焼酎・
日本酒（常温・燗）・
ワイン（赤・白）・

冷酒
or

ワイン（赤・白）

ビール / ソフトドリンク
（コーラ / ジンジャーエール / オレンジジュース / ウーロン茶）ベーシックアイテム

※カクテルプラン / 上記に加えてお一人様＋200円にて季節のカクテル３種も追加可能。
※フリードリンクは宴会場プランのいずれにもご利用いただけます。
※別途・会場使用料を頂戴いたします。

※季節によりメニューが変更になります
※アレルギーのある方は、ご相談ください ※写真はイメージです

4名様
より

２０周年記念宴会企画

「特選和洋コースプラン」
たっぷり2時間30分！（会場使用料込）

フリードリンク付き

Banquet

前菜盛り合わせ / 季節のスープ / お造り / 魚料理 / 肉料理
本日の蕎麦 / デザート / パン / コーヒー

ビール / ウイスキー / 焼酎（麦/芋） / 日本酒（常温/燗） /
冷酒 / ワイン（赤/白）
ソフトドリンク（コーラ / ジンジャーエール / オレンジジュース / ウーロン茶）

【料理内容】

【フリードリンク】

お一人様 ￥12,000（税・サ込）

4名様
より

（和洋コース・フリードリンク付）

「同窓会プラン」

￥9,000（税・サ込） 室料2時間30分サービス
備品付き、吊看板50％OFF

お一人様

（和洋コース or 和会席）

「長寿のお祝い会食プラン」

￥10,000（税・サ込） ちゃんちゃんこ貸出、室料2時間サービス
乾杯酒・鯛の姿焼き・生ケーキ・アレンジ花付き

お一人様

￥7,500（税・サ込）お一人様

（和洋コース or 和会席）

「法事会席プラン」

室料2時間サービス、ホテル駐車場料金
サービス、献杯酒・陰膳・遺影装花付き

ホテルブリランテ武蔵野では
さまざまなプランをご用意しております

「ゴゴイチ会席」
￥4,400（税・サ込） 前菜 / お造り / 焼き物 / 蒸し物 / 

揚げ物 / お食事 / 菓子物

【料理内容】
お一人様

2時間制
室料サービス

平日・月～金曜日の１２時～15時限定（和宴会場のみ）

4名様
より

※写真はイメージです　※季節によってメニューは変更になります
※アレルギーのある方は、ご相談ください

2022.6/1［wed］▲ 8/31［wed］

048-601-5570
宴会場のご予約・お問合せ

【受付時間】10：00～17：00

※写真は調理例です。※料理は変更させていいただく場合がございます。
※宴会の表示価格は、全て税金・サービス料込み（１名様）の料金です。
※詳しくはホームページをご覧ください。　※10日前迄にご予約ください。 尾崎総料理長大塚和食料理長

榊原洋食料理長

4名様
より

4名様
より

10名様
より

コース料理



2022 SUMMER
Restaurant information

ランチコース“シュシュ”
※イメージです。内容は変更になる場合があります。

盛り合わせプレート（スープ/ サラダ/オードブル/魚料理 /
肉料理）デザート/パン/コーヒー

Lunch

アミューズ /オードブル/スープ/魚料理 /グラニテ/
肉料理 /デザート/パン/コーヒー

Dinner

メニュー・スペシャル

好日御膳和み会席
※イメージです。内容は変更になる場合があります。

メニュー・スペシャル

季節に合わせた主菜がメインの御膳

いろど
Lunch

主菜の魚料理・肉料理共に召し上がれます

こうにち
Lunch

籠盛りのおばんざいが目を引く御膳

まつかぜ
Lunch

主菜（魚または肉）をお選びいただけます

しゅんさい
Lunch

各レストラン共通

レストランのご予約・お問合せ〈受付時間〉11:00～17:00

048-601-5557

11：30-14：30（ラストオーダー 14：00）
（コース料理・会席料理のご利用は５日前までにご予約ください）

Lunch

17：30-20：00（ラストオーダー 19：30）
　　　　　　　（ディナーのご利用は５日前までにご予約ください）完全予約制

Dinner

※掲載されているメニューは仕入れの状況により変更がある場合がございます。
※表記料金は、特に表記のない場合、全て税金込みの表示になります。
※レストラン外よりの飲食物のお持込みはご遠慮ください。（離乳食を除く）
※貸切等で臨時休業とさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※コース料理または会席料理をご注文いただき、5日前までにご予約ください

日本料理
かっぽう好日 [1F]

フランス料理
ル・ソレイユ・ルヴァン [1F]

毎週月・水曜日店休日

毎月21日限定
開業20周年記念として

アミューズ/オードブル/スープ/魚料理 /
肉料理 /デザート/パン/コーヒー

Dinner

今年度20歳の成人を迎えるお客様
結婚記念日を迎えるお客様

にて
召し上がれます

2,000円（税込）2,200円（税込）ランチメニュー

今年度20歳の成人を迎えるお客様

2022年6月1日（水）～2023年3月31日（金）期　間

コース料理

会席料理

ランチメニュー

ランチメニュー

メイン料理（魚または肉料理）/デザート/パン/コーヒー

Lunch

メイン料理（魚または肉料理）/パン/コーヒー

Lunch

前菜 /お椀物/お造り/焼き物/
冷鉢/強肴/お食事/菓子物

なご
Dinner

前菜 /お造り/焼き物/
冷鉢/揚げ物/お食事/菓子物

こと   ね
Dinner

毎週火・木曜日店休日

Restaurant information

ディナー営業は（金・土・日）

048-601-5555宴会場の
ご予約・お問合せ 【代表】

@hotel-brillante
ホテルブリランテ武蔵野のイベントや
キャンペーンなど嬉しい情報をLINEでお届け！
お友達登録でお得なクーポンがもらえます！

国道17号線

さいたま新都心駅
至大宮駅至与野駅

ブリランテ
武蔵野

★お部屋タイプはスタンダードツインルームまたは和室
★ディナーはフレンチまたは和食（ご予約時にお伺いいたします）
★アーリーチェックイン14：00　レイトアウト12：00
★駐車場ご利用サービス
★ご結婚記念日当日以外にもご利用いただけます
★ご利用期間：結婚式1周年記念日の前後1カ月間
（ご利用希望日の3ヶ月前から7日前までにお電話にてご予約ください）

お申込み期間

2022年 水6月1日 2023年 金3月31日

ホテルブリランテ武蔵野

ウエディングプラン

20周年ときどき登場！めぐり会えたらチャンスです

ブリランテで迎えるファーストアニバーサリー

ブライダル
ステイプラン

ご結婚式「成約特典」

ホテルブリランテ武蔵野で結婚式を

1周年のアニバーサリーをホテルですごそう！
結婚式当日の想い出をディナータイムでおすごしください
翌朝はホテルブレックファーストでゆっくり滞在できます

ありがとうハタチです。
開業20周年謝恩プラン
限定サプライズ価格

※1泊限定スタンダードシングルルーム
（1名様 素泊まり）

※サプライズで登場するプランです
※ご予約状況により提供させていただきます
※ご予約はWEB、お電話にて承ります

開業記念日4月21日に関連した特別価格

4,210円（税サ込）
※1泊限定スタンダードツインルーム

（2名様 素泊まり） 8,420円（税サ込）

プレゼント

詳細はこちらから 〉

宿泊プラン

048-601-5556
ブライダルサロン直通

【火曜定休】10：00～17：00


