
とやま自遊館
快適ウェルネスホテル

富山市湊入船町9-1
（駐車場180台） 

FAX  076-444-5541TEL  076-444-2100（代表）

URL http://www.jiyukan.or.jp  E-mail info@jiyukan.or.jp

とやま自遊館は万全のコロナ対策を実施しております

自遊ＮＡＶＩ‐冬‐自遊ＮＡＶＩ‐冬‐ 開業     25周年

オードブルもご用意いたします

１０，０００円（税込）～//５人前

３日前までの要予約
１個よりご注文承ります

配達ご希望の方は 総額20,000円以上/ホテルより30分圏内でご対応いたします
※予約状況等により配達できない場合もございます

℡ 076-444-2100
【受付時間9：00-21：00】

お問い合わせ・ご予約 予約

利用時間 11：00～19：00
１階フロントカウンターでお渡しします

３，０００円（税込）

４，５００円（税込）

華

和洋折衷の会席弁当

２，５００円（税込）

７，２６０円（税込）

ステーキ重
２，５００円（税込）

白海老蟹飯

サーロインステーキを使った
ボリューム満点のお弁当

白海老と蟹をたっぷり使った
海鮮弁当

※白海老・蟹以外の海鮮の内容は
仕入れによって変わります

匠の膳

和洋豪華２段重

たくみ ぜん

冬のイベントのご案内 スイーツ＆ランチフェスタ　2023　－ 春 －
[日程]2023年２月25日（土）26日（日） 第１部11：00//第２部13：15

[会場]自遊館ホール
詳細はホームページ
1/10より開設します

 [受付時間9：00～21：00]各プランのお問合せ・ご予約は ＴＥＬ076-444-2100

やわらぎ 富山市内無料バス送迎

会場使用料２時間サービス

駐車場利用料サービス

遠方からの出席に  特別宿泊料金

●大人・・・3,000円（税込）

料理９品・食事付

９，６８０円（税込）
なごみ 料理11品・食事付

１２，１００円（税込）
かたらい 料理12品・食事付

ありし日を偲び 語らう一時を

※季節によりメニュー内容が変わります
お一人様

お一人様

お一人様

３，５００円（税込）お一人様

個室利用 ２時間ゆっくりお過ごしいただけます

会議 総会にもご利用いただける 新・スタイル

日曜日～金曜日（祝祭日・年末年始は除く）
11：00～15：00の間の２時間ご利用いただけます

ランチ限定ミニ会席

食後のコーヒー

前菜・刺身
魚料理・肉料理
お食事・デザート

和洋折衷料理

プラン
限定
特典

お飲み物料金
５０％ＯＦＦ

４，８００円（税込）～
お一人様
１泊素泊まり

１日１０室限定 お得に宿泊いただけます

宿泊
特典

自遊館駐車場
無料

ウインターステイプラン

朝食（和定食/洋定食）
1,200円でお付けできます

当日19：00までの予約制

お一人様 お弁当代＋会場使用料５００円

人数に合わせて
お部屋をご準備いたします

● 会場使用時間２時間 ● 冬のごちそう弁当から選択
● ６名様よりご利用いただけます

・生姜御飯　　・お刺身：鰤 鮪 サス昆布〆

・鰆柚庵焼き 玉子焼き 昆布蒲鉾 昆布巻 大根なます

・サイコロカットステーキ（インジェクションビーフ使用）

・若鶏唐揚げ 蟹海鮮揚げ あんこう唐揚げ 海老チリ

・ちらし寿司

・味噌仕立ての鰤大根煮

・零余子真丈/柚子わらび餅

・国産牛のステーキ

・ズワイガニと茸の蟹甲羅グラタン

・海老フライ　蟹爪フライ　海老チリ

お弁当なので ご希望の方はお持ち帰りもできます

※写真はイメージです

※写真はイメージです

4,752円（税込）～4,752円（税込）～

※写真はイメージです



※旬の食材を使用するため、天候や水揚げによってメニューが変わることもありますので、ご了承ください。
※表示されている金額は、すべてサービス料（10％）と消費税を含んだお一人様の金額です。

※旬の食材を使用するため、天候や水揚げによってメニューが変わることもありますので、ご了承ください。※表示されている金額は、すべて消費税を含んだお一人様の金額です。

▶ レストランシャトーのご予約は ＴＥＬ０７６−４４４−２１０１ [受付時間10：00～19：00]

12月23,24,25日 3日間限定

＊＊クリスマスディナー＊＊

アニヴェルセル 1名様  10,000円（税込）

ディナータイムのみ

オードブル/スープ/魚料理/肉料理/デザートプレート

パン/コーヒーor紅茶

※年末年始（2022.12/29～2023.1/4）は特別メニューでのご提供となります。詳しくはお問合せ下さい

聖なる夜に 特別のフレンチコースでおもてなし

和洋会席「雅 ～みやび～ 」

２，３００円（税込）
90分コース

お一人様 ２，５００円（税込）
120分コース

お一人様

６，５００円（税込）お一人様

５，０００円（税込）お一人様

６，０００円（税込）お一人様

和食 「  和 会 席  」 ５，０００円（税込）お一人様

洋食 「 仏蘭西膳 」

ミニ会席「 季節の味わい 」

５，０００円（税込）お一人様

写真はイメージです

和洋折衷コース
５，５００円（税込）お一人様

・本日のオードブル４種盛り
・お刺身：鰤・鮪・烏賊・甘海老
・味噌仕立ての鰤大根
・カキフライ特製タルタルソース
・ベーコンと粗挽きソーセージのポトフ
・国産牛フィレのカットステーキ
・蟹身餡かけ氷見うどん

和食コース
５，０００円（税込）お一人様

・鱈真子煮　柿膾　牛蒡の味噌漬け
・季節のお刺身４種盛り
・野菜巻きのフライ
・甘鯛柚庵焼き
・味噌仕立ての鰤大根
・烏賊の彩甘酢掛け
・蟹身餡かけ氷見うどん

洋食コース
５，０００円（税込）お一人様

・本日のオードブル４種盛り
・スモークサーモンサラダ
・ズワイガニのロワイヤル
・鮟鱇の唐揚げ　海老せん
・ベーコンと粗挽きソーセージのポトフ
・メンチカツデミグラスソース掛け
・本日のパスタ写真はイメージです

写真はイメージ

プラン限定

選べるオプション

飲み放題90分

  120分に延⾧

前日19時までに予約
１名様から利用可

②飲物３種類追加
ノンアルコールビール
 赤・白ワイン/カクテル

③本日のデザート
    ＆コーヒー＋500円で

スペシャルパーティープラン ２日前までに予約
３名様から利用可

飲み放題（90分）付き//生ビール・日本酒・ウーロン茶25thアニバーサリー

プラン限定特典
10名様以上でのご予約で

焼酎１本プレゼント

宴会プランご利用特典

○ 宿泊優待
お一人様/１泊素泊まり

4,800円（税込）

○ 会場使用料
 最大２時間サービス

○ 自遊館駐車場
 利用料サービス

○ 送迎バスのサービスも
 あります

注）90分コースは会場使用100分になります

※詳しくはスタッフまで

ビール・日本酒・焼酎（麦/芋）・ウイスキー（ハイボール含）・ウーロン茶・オレンジジュース
ノンアルコールビール

日-木割引
どちらのコースも

300円引き

各宴会料理プランに付けてご利用いただけます

※2022/12/30～2023/1/3を除く

気軽に楽しみたい方に

お料理を堪能したい方に 
      旬の食材を使った和洋会席コース

海鮮寄せ鍋付き  ９品コース

牡蠣のプロヴァンサル

お刺身３種（鰤 鮪 サス昆布〆）

鱈の真子煮

鰆柚庵焼き

木の子雑炊

蟹海鮮揚げ

洋風モツ鍋

イチゴの翡翠餅

牡蠣のプロヴァンサル/サーモンマリネ

お刺身４種（鰤 鮪 サス昆布〆 甘海老）

味噌仕立ての鰤大根煮

帆立フライ特製タルタルソース

国産牛のサイコロカットステーキ

 苺のケーキ

コラーゲン入り茶碗蒸し

海鮮寄せ鍋

おろし氷見うどん

牡蠣のプロヴァンサル/サーモンマリネ

お刺身５種（鰤 鮪 鯛 サス昆布〆 甘海老）

味噌仕立ての鰤大根煮

鰤・蟹のしゃぶしゃぶ鍋

国産牛ステーキ茸ソース

 おろし氷見うどん

鱈の白子入り茶碗蒸し

フランス産鴨のオレンジ風味

紅ズワイ蟹の酢の物

苺のケーキ

「冬の味覚会席」

７，５００円（税込）お一人様 鰤・蟹しゃぶ付き  10品コース

写真は7,500円のコースです

写真はイメージです

▶ 各種宴会プランのご予約は ＴＥＬ０７６−４４４−２１００ [受付時間９：00～21：00]

写真は和洋折衷コースです


