
オリエンタルホテル 東京ベイは、ホテルマネージメントジャパンのグループホテルです。 http://www.hmjkk.co.jp/

オリエンタルホテル 東京ベイ 〒279-0011 千葉県浦安市美浜1-8-2

Tel. 047-350-8111  Fax. 047-381-0851

ホテル開業25周年企画
7月1日ホテル開業日記念

バースデープラン

｜｜特典｜｜

オリエンタルホテル 東京ベイがおとどけする、季節の催し物やお得なプラン情報です。

インフォメーションI n f o r m a t i o n

※料金は、税金・サービス料込みです。  ※掲載の写真は、全てイメージです。 メニュー内容は食材の仕入れ状況により、変更になる場合がございます。

Tel.047-350-8561（10：00～18：00）ご予約・お問い合わせ レストラン予約

ワールドフェア お盆スペシャルウィーク
ご家族やご友人同士で楽しむお盆の
特別メニューとして、ランチ＆ディナーに
冷製カッペリーニ（終日）、フカヒレ丼
（ディナー限定）をご用意いたします。 
グランサンクへぜひご来店ください。

8月10日（月）
～8月16日（日）

期 間

レストラン グランサンク

新型コロナウイルス感染拡大防止のため
オリエンタルホテル 東京ベイでは様々な対策を実施しています

大人 ・・・・・・・・・・・・・・・・・¥3,700
小学生・・・・・・・・・・・・・・・¥1,800
シニア(65歳以上)・・・・¥3,200

期 間

7月生まれのお客様と
お連れの方3名様まで

25%OFF
7月生まれのお客様を含む大人・
 シニアの方、合計4名様まで

ご予約制

シルバープラン

｜｜特典｜｜

9月1日（火）～9月30日（水）期 間

4名様以上のご予約で
内シニア2名様まで

25%OFF
1グループ最大8名様以上の
ご利用でシニア4名様まで

接客スタッフの
マスク着用

アルコール
消毒液の配置

施設内換気の
励行

検温の実施
館内共用部の
消毒の強化

うがい、手洗いの
励行

※「ワールドフェア」ブッフェ内容については中面をご覧ください。

7月17日（金）～8月31日（月）
お盆期間 8月10日（月）～16日（日）を除く

（ ） （ ）
※その他割引併用不可・OM会員ポイント付与可・使用可

オリエンタルメンバーズをオンライン連携（公式ホームページ・LINE）することで、
より便利にご利用いただけるようになりました。

オリエンタルメンバーズ募集中！

※上記のサービスは、インターネット上でのみご利用いただけます。

・オンライン上で「ポイント残高」「有効期限」の確認が可能に

・スマートフォンの画面がカードの代わりに

・オリエンタルメンバーズ限定のお得な情報を配信

2020年9月30日（水）まで

オリエンタルメンバーズ会員様限定

Wポイント
キャンペーン

25周年特別企画

付与ポイントが

お得なキャンペーンです。
5% 10%になる

×連携

・2回目以降のログインはLINEアプリからID･パスワードの入力不要で可能に
・オリエンタルメンバーズ×LINE連携限定のお得な情報を配信

LINE連携をすると、更に便利でお得に LINE
限定

レストラン
20%OFFクーポン

配布中

7月・8月
限定

LUNCH

大人 ・・・・・・・・・・・・・・・・・¥4,500
小学生・・・・・・・・・・・・・・・¥2,400
シニア(65歳以上)・・・・¥3,900

DINNER

料
金

Oriental
Letter

2020 8- 9 Aug.-Sep.

25年間の誇りを胸に

まごころを込めたおもてなしをこれからも。

 みなさまと一歩ずつ。



〈ブッフェメニュー例〉
アンガス牛のグランサンクハンバーガー／シーフードアヒージョ／葱油鶏／トルティーヤラップ  ほか

2F

ワールドフェア
和食・洋食・中華・エスニックと世界のおいしさが勢揃い。
焼きたて、出来たての実演メニューとあわせてたっぷりお楽しみください。

カナダ産 AAA牛ステーキ
旨味がギュッと詰まった柔らかなお肉です。

ニンニクの風味と玉ねぎの甘さがきいた、

醤油ベースのソースでお召し上がりください。

2F ラウンジ ブローニュの森

8月 9月

11:30～15:00（L.O.14:30）[ 月～日 ]

8月営業時間

LUNCH

17:30～21:00（L.O.20:30）
17:00～21:00（L.O.20:30）

[ 月～金 ]

[土・日・祝]

DINNER

営業時間 11：30～17：00（L.O.16:30）
全席
禁煙

パティスリー

アラカルト 軽めのランチやディナー、
お酒のおつまみにいかがですか。

トリュフポテト

本日のパスタ

ホットサンド

熟成サーロインステーキ

¥900

¥1,500

¥1,400

¥2,000
ホットサンド

トリュフポテト

Main Main

自然光あふれるラウンジで
優雅な午後のひとときを。

+ +前菜の
盛り合わせ
&パン

スープ
（月替わり）

メイン
（月替わり）

+ +デザート
ワゴン

コーヒー
または紅茶

各¥2,5001日限定35食（L.O.14:00）11:30～（L.O.14:00）

北海道牛リブロースのグリル
オニオンマスタードソース

ハタのロティ
アンチョビと焦がしバターのソース

電話注文限定

ご予約はこちら

アニバーサリーケーキ
お誕生日や記念日など、様々なお祝いに、ホテル特製ケーキはいかがですか。

9月1日（火）～10月31日（土）

スペシャルランチセット

ハロウィーンメニューが登場 キッシュやグラタン、スープなど濃厚なかぼちゃ料理をぜひどうぞ。

1F
カラオケルーム フェスタ

全室
禁煙

パーティープラン お1人様 ¥5,000

※ノンアルコールプラン（¥4,000）もございます。 ※4名様以上、3日前15時までのご予約制

プラン内容

洋食卓盛り ・ 生ビール ・ 焼酎 
・ ウイスキー ・ サワー6種 
・ ソフトドリンク6種

3時間
室料無料

+ +
フリードリンク

［ご予約・お問い合わせ］レストラン予約 Tel.047-350-8561（10：00～18：00）

11:30～22:00（最終受付21:00）[ 日～木 ] 11:30～23:00（最終受付22:00）[金・土・祝前日]
営業時間

※営業日・営業時間は変更になる場合がございます。 ※詳しくは公式HPまで。

※詳しくは公式HPまで。

室料

ランチタイム・・・・・・・・・・・・・・・お1人様1時間 ¥500 ディナータイム・・・・・・・・・・・・お1人様1時間 ¥800

2F

選べるランチプラン 11:30～（最終入店14:00まで）

お1人様 ¥2,500
● 2時間歌い放題
● おもてなし弁当またはランチボックス
●  ソフトドリンク 17種類飲み放題

プラン内容

※4名様以上、11：30～12：00のご入店で、
　前日15時までにご予約のお客様限定

通常2時間のところ3時間歌い放題！
グループ
特 典

ブッフェ
土・日・祝限定

スペシャルデー

季節の魚介やおすすめの
ネタを職人が握って
ご提供いたします。

「握り寿司」が登場

LUNCH8-9月
AUG.-SEP.

実演メニュー

カナダ産 AAA牛ステーキ

『熟成旨み牛サーロイン鉄板焼』
をご用意しております。

8-9月DINNERの実演メニューは

ランチ＆ディナーブッフェ 通常料金表

※営業日・営業時間は変更になる場合がございます。
※料金は、税金・サービス料込みです。
※未就学児の無料人数は、大人・シニアの合計人数までと
　させていただきます。 詳しくは公式HPまで。

平日／無制限  (土・日・祝／100分制)LUNCH

大人 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥3,100　¥3,500

小学生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥1,600　¥1,800

シニア(65歳以上)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥2,600　¥3,000

大人 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥3,700　¥4,300

小学生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥2,100　¥2,400

シニア(65歳以上)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥3,200　¥3,700

平日／無制限  (土・日・祝／120分制)DINNER

未就学児(4～6歳) 全日ランチ&ディナー無料※

平日 土・日・祝

平日 土・日・祝

※お盆期間[8月10日（月）～16日（日）]は、特別料金となります。

ディナーセット

メイン料理は肉・魚料理よりお選びいただけます。

肉

魚

¥3,000

熟成旨み牛のサーロインステーキ　
ガーリックソース 季節の野菜添え

白身魚のソテー トマトソース

+ +前菜 メイン パスタ デザート+

白身魚のソテー トマトソース

Tel.047-350-8561（10：00～18：00）

¥3,800→ご優待
価格 25%OFF ¥2,850

25th Anniversary
25周年スペシャルランチセット

上記のスペシャルランチセットにグラススパークリングワインと
PACARI®のプレミアムチョコレート1枚をセットに。
ホテル開業25周年にちなみ、合計金額より25%OFFにてご提供いたします。

※お盆期間中の特別メニューについては裏面をご覧ください。

※お盆期間 8月10日（月）～16日（日）を除く
※その他割引併用不可・OM会員ポイント付与可・使用可

※お盆期間・9月は営業時間が変更となります。 詳しくは公式HPまで。

※ランチセット（¥2,500）のご用意もございます。 詳しくは公式HPまで。

LUNCH DINNER

5日前までの
ご予約制

「浦安市地域応援チケット」を
全額ご利用でお1人様 ¥2,000


