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忘年会・新年会プラン

※価格は消費税・サービス料込みです。
※すべてのプランに�時間の飲み放題が含まれます。
※メニュー内容は仕入れの状況等により変更となる場合がございます。
　予めご了承ください。
※他の特典との併用はできません。
※お問合せの際はこのチラシを見たとお伝えください。

ビュッフェプランA

前　菜 ｜本日の鮮魚とカラフル野菜のパレット
温　菜 ｜ 鴨もも肉と国産茸のボローヴァン
　
魚料理 ｜ 真鯛のポワレと蕪のクリーム煮
肉料理 ｜ 牛ほほ肉の赤ワイン煮と冬の根菜
デザート ｜ イチゴのクレームダンジュ
パン/コーヒー

最低保証料金について　ご希望の日時・会場により異なります。詳しくはお問い合わせください。

ご予約・お問合せ
株式会社エスクリ パーティハンター ホテル＆レストラン事業部
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￥�,���ビュッフェプランB
シャルキュトリー盛合せ／小海老のシーザーサラダ 自家製クルトン／

鶏もも肉のエスカベッシュ／セビーチェ ライムとコリアンダーの香り／

チーズ香るスパニッシュオムレツ／チェリートマトのカプレーゼ／

鶏もも肉と季節野菜の包み焼き／豚肩肉の低温ロティ ソース・ヴァンルージュ／

仔羊のナヴァラン／鮮魚のポワレ ブイヤベース風／

シェフおまかせパスタ料理・ご飯料理／パティシエ特製デザート

柔らかく蒸しあげた鶏胸肉とグリーンサラダ／コールドミート盛り合わせ／

白身魚のエスカベッシュ／サーモンのカルパッチョ／

鶏もも肉の香草パン粉焼き／豚ロースのグリル バルサミコソース／

フィッシュ＆チップス �種のディップ／シェフおまかせパスタ料理・ご飯料理／

パティシエ特製デザート

Free Drink
� hours

Free Drink
� hours

￥��,���コースプラン

お申し込み期限：����年��月��日



Special offer
早得！選べるご成約特典
下記よりお好みをひとつお選びいただけます。

※他特典との併用は致しかねます。
※現物商品以外は目録タイプです。
※パネル・パッケージデザインは変更になる可能性がございます。

GIFT CARD

※景品はすべて目録 (商品引換ハガキ )と景品ボードでお届けします。

録
目 景品ボード

A3便利ギフト券景品セット２ A4

ＪTＢ３点セット［品番／ JTB03］

25,000円
ＪＣＢ３点セット［品番／ JCB03］

25,000円

３点セット

ＪTＢ５点セット［品番／ JTB05］

31,500円
ＪＣＢ５点セット［品番／ JCB05］

31,500円

5点セット

JTB旅行券ナイストリップ
10,000円分

JCBギフトカード
10,000円分

日本が世界に誇る黒毛和種

極上神戸ビーフ焼肉
津軽海峡天然物

大間産天然本鮪　
140g200g

可愛くておいしい！心もお口も大満足

マカロンコレクション
最高級A5等級100％の贅沢品

飛騨牛ハンバーグ
2枚 1セット

CHOICE

選ぶ

＋2点追加

更に＋5点追加

���,���円 以上のご利用（税込）

���,���円 以上のご利用（税込）

会場使用料
��分延長無料

ペアお食事券等
景品�点セット

選べる温泉宿
宿泊券ペア

乾杯用
スパークリングワイン

人数分

JCBギフトカード等
便利ギフト券 景品セット



PARTY PLAN

￥7,500 ￥7,000
course

￥8,500
course

サーモンと帆立のタルタル

季節のポタージュスープ

選べるメインディッシュ
魚料理 or 肉料理

本日のデザート

焼き立てパン

コーヒー or 紅茶

海の幸のマリネと
野菜の彩り

クレーム・ド・マイス

鮮魚のポワレ 
素材に合わせて

国産牛肉のロースト

本日のデザート

焼き立てパン

コーヒー or 紅茶

サーモンマリネの
カルパッチョ

冷製肉ロースト 
サラダ仕立て

サンドウィッチ3種

鶏もも肉の唐揚げ

魚介類のポワレ 
ナージュ仕立て

豚ロース肉のロースト

シーフードパスタ

本日のデザート盛合せ

buffet

※表示金額は消費税10％及びサービス料10％が含まれます。
※メニューは参考表記です。季節により食材や盛り付け、お皿の変更がございますのでご了承ください。
※食物アレルギーやお子様向け料理のご希望も承っております。

FREE DRINK 

【平日】10：00～19：00

ビール／ウイスキー／焼酎(芋・麦)／日本酒(冷・燗)／ノンアルコールビール／

ウーロン茶／コーラ／ジンジャーエール／100%オレンジジュース

結婚式場だからこその特別な味わいを特別なパーティーでお楽しみください



ア・ヴェール・ブランシェ
TEL：0770-22-2555（担当：中内）

Mail：shota-nakauchi@escrit.jp
http://au-voile-blanc.jp/

少人数様ご会食プラン
２名様から利用OKの、少人数専用プラン登場！

女子会や父母会、各種例会や会議などにもオススメ！

プラン内容 【お食事＋お飲物＋会場使用料】

｛ お食事 ｝

Aコース ￥4,000- （税・サ込)

◆ハーフコースプラン
前菜/スープ/本日のメイン/デザート/パン

Bコース ￥5,500- （税・サ込)

◆フルコースプラン
前菜/スープ/魚料理/肉料理/デザート/
2種のパン/食後の珈琲 or 紅茶

Cコース ￥7,000- （税・サ込)

◆極上フルコースプラン
グランシェフ渾身の特別創作フルコース！

｛ お飲物 ｝

2時間飲み放題プラン
￥1,000- （税・サ込)

瓶ビール/日本酒/焼酎/
ソフトドリンク(2種)

1杯毎のご注文も承ります
カクテル各種やワインなども
十分に取り揃えております

｛ 会場使用料 ｝

2時間
￥55,000- （税・サ込）

◎ワイヤレスマイク貸出
◎カラオケ設備

◎専属音響スタッフ
◎受付・待合スペース利用料

上記すべて含みます

プラン限定
１つ選べる

特別
特典

お食事コースを Bコース or Cコース でお選びいただくと…

①会場使用料全額無料！（2時間）

②幹事様のお食事代金無料！（2名様まで）

③飲み放題プラン全額無料！（2時間）

※2時間以上のご利用の場合、別途延長料金を頂戴致します
※お料理内容のご要望などございましたらご相談ください

※アレルギー食材などは事前にお伝えください

〒914-0814
福井県敦賀市木崎41
平日 12:00～19:00
土日祝 9:30～20:00
（毎週 月・火曜 定休）



あの結婚式場ア・ヴェールに、
待望の【女子会プラン】が登場！
たくさんの“映え”がある
お料理と会場で、特別な時間を…

お1人様 5,000円(ドリンク代・税サ込）

ハウスウエディング

ア・ヴェール・ブランシェ
〒914-0814

福井県敦賀市木崎41
平日 12:00～19:00
土日祝 9:30～20:00
（毎週 月・火曜 定休）

TEL:0770-22-2555
http://au-voile-blanc.jp/

季節野菜と海鮮サラダ / シェア・プレート /
本日のメインディッシュ /
パティシエおまかせデザート / 珈琲 or 紅茶

※メニューは一例です。仕入れ状況などにより異なる場合があります
※アレルギー食材などございましたら事前にご相談ください

2時間
飲み放題
付き！

ウーロン茶 / グレープフルーツジュース /
オレンジジュース / アップルジュース /
ノンアルコールカクテル（3種）

さらに！ノンアルコール
スパークリングワイン1本
もれなくプレゼント♪（4名様ごとに1本）

4名様～
からOK！

2時間
チャージ料
無料♪

※掲載写真はすべてイメージです

お子様ランチ 2,000円
（ソフトドリンク代・税サ込）

Web用⇒
お申込み
フォーム

ア・ヴェール・ブランシェ

※アルコール類など、メニュー外ドリンクは別料金となります



従業員の取り組み

P R O T E C T Y O U R S E L F

N E W S T A N D A R D

全国35会場を展開させていただいているエスクリグループでは新しい生活様式に伴い

新型コロナウイルスと共存していく時代に安心の見える化が重要になると捉え、感染予防・感染拡大防止のため
大切なお客様と従業員の安全・安心を第一に考え「Escritスタンダード」を設けました

健康管理の徹底
従業員は出勤時の健康状態
の確認及び検温を実施し、
37.0℃以上の発熱かつ咳な
どの症状がある場合自宅待
機としております

お料理ご提供時の消毒
お料理や飲み物をご提供す
る前やお皿・グラスをお下げ
した後にはアルコールによる
手指消毒を行っております

予防の徹底
従業員は、出勤時や勤務中
に徹底してアルコール消毒液
による手指消毒とマスクの着
用、出勤時の手洗いうがいを
しております

ご宴席当日の取り組み

入館時の体温確認
館内入口にサーモカメラ
を設置し館内に出入りす
る方に体温確認をお願
いしております

アルコール消毒の設置
館内入り口はもちろん、披露宴
会場入り口やお手洗い等にア
ルコール消毒を設置しておりま
す

会場としての取り組み

抗菌空調フィルター設置
抗ウィルス機能付きの空調フィ
ルターを全館に導入しておりま
す。室内型の披露宴会場でも
しっかりと換気ができるので安
心してお過ごしいただけます

館内共用部の消毒強化
館内において接触頻度の高いド
アノブ等の共用部の消毒を徹底
しております

テーブルにアクリル板設置
ソーシャルディスタンスコーディ
ネートとして、飛沫防止のアクリ
ル板を設置することが可能です
※お客様判断の任意での設置と
なります

料理提供はスタッフが対応
ビュッフェ料理での選ぶ楽しみは
残しつつ、取り分けは全てスタッフ
が対応いたします
※お客様自身による
取り分けは応相談

～Withコロナ時代のパーティーを安心安全に華やかに～ image movieはこちらから⇒


