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株式会社近鉄・都ホテルズ  
〒543-0001大阪市天王寺区上本町 6-1-55 

TEL：06-6774-7658 FAX：06-6774-0022 

                                                                2019年 4月 5日 

No. 100-1-2019 

都ホテルズ＆リゾーツ 

7ホテル共同企画「高知県フェア」開催 

素敵な賞品が当たるプレゼントキャンペーンも実施 
 

都ホテルズ＆リゾーツでは、7ホテルのレストラン 27店舗にて、2019年 5月 7日（火）～6月 30日（日）の期間で「高知

県フェア」を開催いたします。 
 

フェアにさきがけ、高知県の食材をテーマに都ホテルズ＆リゾーツの精鋭シェフによる料理コンテストを開催し、最優

秀賞に選ばれた冷製前菜料理と温製メイン料理をご提供するほか、バリエーション豊かな高知県の食材を使用した各レ

ストランのシェフ自慢のメニューも勢揃いいたします。 

また、期間中に対象メニューを含むご利用で、高知県グルメを満喫できる素敵な賞品が当たるプレゼントキャンペーン

も実施いたします。 

詳細は別紙をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後援 ： 高知県   

協賛 ： アサヒビール株式会社 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ  ホテル志摩スペイン村  神戸北野ホテル   （旅館）賢島宝生苑  
（旅館）奈良 万葉若草の宿 三笠 

都ホテル  シェラトン都ホテル東京    シェラトン都ホテル大阪    ウェスティン都ホテル京都    大阪マリオット都ホテル 
都ホテル 岐阜長良川      都ホテル 四日市        都ホテル 京都八条       都ホテル 尼崎    
都ホテル 博多（2019 年 9 月 22 日開業）  都ホテル ロサンゼルス     都ハイブリッドホテル トーランス・カリフォルニア 

都シティ  都シティ 東京高輪          都シティ 津           都シティ 近鉄京都駅        都シティ 大阪天王寺 
都シティ 大阪本町（2020 年春開業予定） 

都リゾート 志摩観光ホテル   都リゾート 志摩 ベイサイドテラス   都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト 
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別 紙 
 

■開催概要 

【開催期間】 2019年5月7日（火）～6月30日（日） ※一部店舗では、除外日を設けております。 

 

【参画ホテル】 シェラトン都ホテル東京／シェラトン都ホテル大阪／ウェスティン都ホテル京都／大阪マリオット都ホテル 

／都ホテル 岐阜長良川（旧 岐阜都ホテル）／都ホテル 京都八条（旧 新・都ホテル）／都ホテル 尼崎

（旧 都ホテル ニューアルカイック） 

 

【キャンペーン応募要項】 

１．参加方法 ①スタンプカードを受取る。  ＊配布場所：対象店舗 

         ②対象メニューを含むご利用金額1,000円（税サ込）毎にスタンプ１個を集める。 

２．応募方法 ご希望の賞品に応じたスタンプが貯まれば必要事項を記入し、対象店舗にご応募。 

３．当選発表 厳正なる抽選のうえ、賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。 

４．賞品内容 

 ◎スタンプ20個（１名様） 

    特別賞：都ホテルズ＆リゾーツ ギフトチェック（30,000円分） 

 

 ◎スタンプ 5個（28名様） 

1. 土佐あかうしすき焼き500ｇ （株）三谷ミート／3名様 

2. 完全ワラ焼き龍馬タタキ2節セット （株）ハマヤ／3名様 

3. ドロメ100ｇ×5袋 （株）タカビシ食品／3名様 

4. 大高醸造醤油セット 大高醸造（株）／3名様 

5. 茗荷500ｇ 谷農園／3名様 

6. 美丈夫720ｍｌ/1本 （有）濵川商店／3名様 

7. 四万十鶏しょうゆマリネ×3枚 イーフード（株）／3名様 

8. リサ・トマトケチャップレッド、リサ・ケチャップブラック2個セット おかざき農園／5名様 

9. 土佐の海鮮丼5種セット 企業組合宇佐もん工房／1名様 

10. うしの恵トマトジュース80ｇ×8本 眞嶋農園／1名様 

 

◎Ｗチャンス賞（28名様） ※抽選に外れた方の中から抽選で 

アサヒもぎたてまるごと搾り直七（350ｍｌ×24缶） 20名様 

アサヒスーパードライ缶ビールセット 8名様 

 

【都プラスWポイントキャンペーンも開催】 

高知県フェア開催期間中、対象商品をご購入いただいた場合は、一会計につき都プラスポイントをW付与いたします。 

 

【都ホテルズ＆リゾーツ料理コンテスト最優秀賞受賞作品】 

受賞作品は、各ホテルの一部レストランにてご提供いたします。 

◇冷製前菜料理(左）【部門賞】 

海援鯛と海の幸のボール仕立てパプリカとウスターソースで 

（受賞者）都ホテル 京都八条 料飲部レストラン料理 長瀬成貴 

◇温製メイン料理（右） 

土佐はちきん地鶏のバロティーヌ野菜のミルフィーユ アメリケーヌソース 

（受賞者）都ホテル 京都八条 料飲部レストラン料理 山本椋輝 

 
 
【参加ホテル・対象店舗・料金】 
■シェラトン都ホテル東京 
カフェ カリフォルニア 
◇高知フェア  ディナーコース  
〔料 金〕10,000円 

 
中国料理 四川 
◇高知フェア   
〔料 金〕カツオのグリーンソースかけなどアラカルト 2,600円～ 
 シェラトン都ホテル東京 

「中国料理 四川」 

カツオのグリーンソースかけ 
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ロビーラウンジ バンブー 
◇高知フェア 
〔料 金〕・スイーツ   小夏ゼリー 650円（テイクアウト料金） 

・アラカルト  カツオと土佐はちきん地鶏のお弁当 3,500円 
 
メインバー M BAR  
  ◇高知フェア                                     

〔料  金〕 美丈夫ゆずクーラー 2,000円  
 
 
■シェラトン都ホテル大阪 
バイキング＆カクテルラウンジ トップ オブ ミヤコ 
◇高知県フェア ビュッフェ 
〔料 金〕・ランチ   大人 3,200円／小学生 1,600円／幼児（4歳以上）800円 

・ディナー 大人 4,900円／小学生 2,500円／幼児（4歳以上）1,000円 
 
レストラン＆ラウンジ eu（ゆう） 
◇高知県フェア コース  ＊料理コンテスト受賞作品提供 
〔料 金〕6,000円 
※除外日 5月 10日および 5月 24日～26日 

 
日本料理 うえまち 
◇高知県フェア 旬彩弁当 
〔料 金〕5,000円 

 
バー eu（ゆう）  ／  カクテルラウンジ トップ オブ ミヤコ 
◇高知県フェア カクテル 
〔料 金〕1,500円～ 

 
カフェ＆グルメショップ カフェベル 
◇高知県フェア スイーツ＆ブレッド 
〔料 金〕・日向夏と柚子のムース 400円 

・日向夏のヴェリーヌ 450円 
・柚子とクリームチーズ 220円 

       
■ウェスティン都ホテル京都 
カフェレストラン アクアブルー 
◇5月 高知県×プレミアムビュッフェ  
〔料 金〕ランチ 4,500円 ／ ディナー 5,700円  
※5月7日～6月2日までの販売 

 
レストラン グランドビュー 
◇高知県を味わうフェア ＊ランチにて料理コンテスト受賞作品提供 
〔料 金〕ランチ 3,000円 ／ ディナー 13,000円 

 
鉄板焼 くぬぎ            
◇高知県フェア  
〔料 金〕ランチ 6,000円 ／ ペアディナー 38,000円 

 
バー ムーンライト 
◇高知県カクテルフェア 
〔料 金〕・高知県産フルーツトマトのカクテル 

・高知県産小夏のカクテル 
・高知県産スイカのカクテル 
各1,600円  

 
ティールーム メイフェア 
◇高知県産フルーツや野菜の “高知県スイーツフェア”  
〔料 金〕フルーツトマトのチーズムースなど 1,100円～  
※5月7日～6月2日までの販売 

シェラトン都ホテル大阪 

「バイキング＆カクテルラウンジ トップ オブ ミヤコ」 

ビュッフェスタイルでご用意 

ウェスティン都ホテル京都「アクアブルー」 

ビュッフェスタイルでご用意 
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大阪マリオット都ホテル 

「ライブキッチン COOKA（クーカ）」 

鰹のタタキや田舎寿司など高知県の郷土料理が 

愉しめる“高知県グルメ＆バラエティブッフェ” 

 
■大阪マリオット都ホテル 

BAR PLUS(バー プラス) 
◇高知県フェア アラカルト 
〔料 金〕・海援鯛と海の幸のボール仕立てパプリカとウスターソースで 

・土佐はちきん地鶏のバロティーヌ野菜のミルフィーユ アメリケーヌソース 各3,000円 
◇高知県フェア カクテル 
〔料 金〕ポンカン シンデレラ 1,700円 

 
LOUNGE PLUS(ラウンジ プラス) 
◇高知県フェア アラカルト 
〔料 金〕 
・海援鯛と海の幸のボール仕立てパプリカと 
ウスターソースで 
・土佐はちきん地鶏のバロティーヌ野菜のミルフィーユ  
アメリケーヌソース  
各3,000円 

 

ライブキッチン COOKA（クーカ） 
◇鰹のタタキや田舎寿司など高知県の郷土料理が 
愉しめる“高知県グルメ＆バラエティブッフェ” 
〔料 金〕ランチ 3,800円～ ／ ディナー 6,300円～ 

 
レストラン ZK（ジーケー） 
◇欧風料理コース ・ 日本料理コース  
〔料 金〕・欧風料理 5～6月スペシャリテ “高知県” 15,000円   

・日本料理 5～6月旬彩“高知県” 15,000円  
 
 
■都ホテル 岐阜長良川（旧 岐阜都ホテル） 
日本料理 かいらん亭 
◇高知県フェア 一品料理 
  〔料 金〕・鰹のたたき 3,500円 

・金目鯛煮つけ 4,800円 
・文旦ゼリー 800円 

 
       
スカイバー  エステラ 
◇高知県フェア限定 オリジナルカクテル 
〔料 金〕・こなつレディー 

・ぶんたんドッグ 
・しょうがミュール 
各1,600円 

             
             
            
■都ホテル 京都八条（旧 新・都ホテル） 
ダイニングカフェ＆バー ロンド 

〔料 金〕 ＊料理コンテスト受賞作品提供 
Champions Lunch(チャンピオンズ ランチ) 2,570円 
 

バイキングレストラン ル・プレジール 
◇都プランリニューアル記念フェア 
〔料 金〕ランチ 3,200円 ／ ディナー 5,200円  

 
バー ラグーン 

〔料 金〕黄金生姜のジンジャー・ハイボール 1,400円 
 
 

都ホテル  岐阜長良川「日本料理 かいらん亭」 

一品料理にてご用意 

都ホテル 京都八条「ダイニングカフェ＆バー ロンド」 

Champions Lunch(チャンピオンズ ランチ) 
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■都ホテル 尼崎（旧 都ホテル ニューアルカイック） 
レストラン アゼリア 
◇高知県フェア グルメブッフェ  
〔料 金〕ランチ 2,400円～ ／ ディナー 3,400円～  

 
日本料理 つのくに 
◇高知県フェア 一品料理 
〔料 金〕・鰹のタタキ 3,200円 

・うつぼの芥子酢味噌和え 2,500円 
 
スカイバー トップ・オブ・ザ・クリスタル 
◇高知県カクテルフェア 
〔料 金〕1,200円  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
※表示金額は税金・サービス料を含みます。 ※料理や内容は予告なく変更になる場合があります。 ※食材によるアレルギーをお持ちの方は、係にお申し付

けください。 ※写真はすべてイメージです。※各種優待・割引につきましては各店舗へご確認ください。  

 

都ホテル 尼崎「レストラン アゼリア」 

ブッフェスタイルでご用意 


