S T A T I O N

H O T E L

K O K U R A

B R I D A L & R E S T A U R A N T
VOL.

S P E C I A L

B R I DA L

36

FA I R

人気No.1 スペシャルブライダルフェア
参加費無料

6月10日(日) 、17日(日) 、7月1日(日) 、29日(日) 、8月19日(日) 、26日(日)

１日の流れ
01

02

03

結婚式丸ごと体験

カウンセリング

counseling

相談会

experience

consultation

漠然とした夢も、
こだわりたい希望も。

ゲスト目線で楽しめる模擬披

日程やこだわりの演出の見積も

プロであるプランナーとイメージ

露宴や注目の新作ドレス試着

りなど細かな相談まで、専属の

を共有しましょう

はもちろん、シェフのコース料

プランナーがご案内！2人の夢

理まで堪能できます

を丸一日全力でサポートします

summer 2018 June,July,August

QRよりアクセス！

HPからのご予約も受け付けております。

皆でワイワイと楽しみたいお客様に
おすすめのワイン会です。

FINAL BEER HALL
in Terrace
開催期間

平成30年6月1日(金)
〜9月30日(日)
営業時間

平日
土日祝

開催期間

6月11日(月)、
6月20日(水)

18 : 00〜22 : 00
17: 30〜22 : 00

前売り券

お一人様

4,500円

営業時間

当日料金

19 : 00〜
(受付18 : 30〜開始)

(税込）

お一人様

5,000円

お一人様

(税込）

シニア4,700円(税込)
中高生 3,200円(税込)
お子様(4歳〜小学生)
2,000円(税込)

(税込）

ご予約・お問い合わせ

レストラン テラス

レストラン
夏のおすすめ商品
ステーションホテルならではの
オリジナルメニューをご提供します。

TEL

K O K U R A

ステーションホテル小倉

restaurant event

第33回 ワインを楽しむ会

6,000円

http://www.station-hotel-wedding.com

H O T E L

レストランイベント

ステーションホテル小倉ブライダルサロン TEL 093 -512- 0390

S T A T I O N

ご予約・お問い合わせ

ご予約・お問い合わせ

093 -512- 0376

レストラン テラス

TEL

093 -512- 0376

和食・串やき 八くら
フグ刺し
関門御膳

鰻まぶし
御膳

鮎の塩焼き

お一人様

お一人様

お一人様

4,000円(税別)

2,500円(税別)

600円(税別)

ステーションホテル小倉 公式WEBサイト
ステーションホテル小倉の公式サイトが新しくなりました。毎月更新されるレストランの月替わり
メニューや小倉周辺のおすすめ観光情報も掲載しています。当ホテルのお得情報やイベント情報
も更新されますので、以下のQRコードから気軽にご確認ください。
公式サイト

http://www.station-hotel.com

公式アカウント @stationhotelkokura

ステーションホテル小倉
〒802-0001 北九州市小倉北区浅野1丁目1番1号
TEL 093-541-7111(代)

◆ F I N A L B E E R H A L L i n Te r r a c e

特集

◆ 2 0 周 年 オリジ ナル日本 酒

◆ レストラン夏のお す すめメニュー

◆ 2 0 周 年アニ バー サリーウエディング プラン

◆ 季 節 のお す すめ 情 報 〜 関 門 海 峡 花 火 大 会・小 倉 祇 園 太 鼓 〜

八くら
20周年記念

Greeting
小倉と共に20 年 ―
平

日本 酒と海の幸の最強の組み合わせ

フグ刺し関門御膳
2018 Summer
お酒と共に楽しめる北九州の味覚を
ご用意しました。

素は、格別のご高配を賜りまして厚く御礼を申し上げます。

さて、ステーションホテル小倉は、2018年4月27日に20周年の節目を迎えました。

お一人様

4,000円

1998年の開業以来、北部九州の要衝「小倉」の中心を担う小倉駅に隣接し、

（税別）

地域の皆様のコミュニティホテルとして歴史を重ねてきました。これからも
設備だけではなく、
「心を込めたおもてなし」を信条にサービスもブラッシュ

お品書き

アップして、お客様の満足度を高めていきたいとスタッフ一同、決意を新たに

「籠
「刺
「御

しております。新しく生まれ変わったステーションホテル小倉で素敵なひととき
をお過ごしください。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

盛」
身」
飯」

珍味・小鉢・刺身・揚物
下関産フグの刺身
関門ダコ飯・味噌汁・香の物

20周年を記念してこれまでのご愛顧に
感謝の気持ちを込めて

FINAL BEER HALL
in Terrace
食べ放題&飲み放題100分
前売り券

お一人様
開催期間
営業時間

4,500

20周年記念 オリジナル日本酒づくり

円（税込）

この度、当ホテルが20周年を迎えるにあたり、いつもご愛顧いただいておりますお客様、お取引
先様へ日頃の感謝を伝えたいとスタッフ全員で今回の日本酒づくりを企画しました。約1年の構
想期間を経て、地元・北九州にこだわり、様々な方にご協力を頂きながら、田んぼの稲刈りや醸造
など、地元の皆様とスタッフの手で心を込めて製造しています。今年4月より、当ホテルのみでの
限定販売予定ですので、是非ご期待ください。

平成30年6月1日(金)〜9月30日(日)まで
平日 18:00〜22:00 / 土日祝 17:30〜22:00
>詳細はP3にて！

稲刈りの様子
10月、地元の契約農家さんにご協力頂きな
がら当スタッフも一緒に稲刈りを行いまし
た。慣れない農作業で身体はあちこち痛
みましたが、皆様へ最高の日本酒をお
届けするため1日中作業を行いました。

溝上酒造
江戸時代の弘化元年（1844年）以来、脈々と伝統を受け継いで地元に根付い
た酒造りを行ってきました。創業の地の大分県中津市から昭和6年に移転し、地
元の人々にも愛され、親しまれています。日本酒好きの方だけでなく、20代・30
代の方、初めて日本酒を飲む方でも「うまい」と言われる、2杯、3杯と杯が進むよ
うな酒造りをモットーにした、誰からも愛される酒造です。

ホテルオリジナル日本酒

麹米の仕込みの様子
12月、稲刈りにて刈入れたお米を麹米
にするための作業を溝上酒造の皆様と
一緒に行いました。蒸したお米に酵母を
振りかけやすくするために薄く広げ、一定
の温度で発酵させます。全て丁寧に手作業

H ACHIK U R A

ホテル 開 業 2 0 周 年を記 念 するスペシャルプロ
モーションの一環として、地元北九州の蔵元で銘
酒「天心」を製造する溝上酒造の監修を受けなが
ら、ホテルスタッフ自らが田植えから稲刈り、醸
造にまで携わったというホテルオリジナル日本酒
「八くら」を販売します。

で行われます。
※写真は全てイメージです。

※写真は全てイメージです。

Presents by Station hotel kokura 02

Presents by Station hotel kokura 01

八くら

ガーデンの中で過ごすランチタイム

テラスランチブッフェ
旬のメニューとホテルパティシエ特製デザート約20種類以上を
ご用意しております！
お一人様

ソフトドリンク
90分
飲み放題付き

1,800円

（税込）

中高生 1,500円(税込)
お子様(4歳〜小学生) 1,000円(税込)

SUMMER
BEER GARDEN

※ご予約の状況に応じてオーダーバイキングとなる場合がございます。
※メニューは日替わりにてご提供致します。
※大人1名に対して4歳以下のお子様は無料になります。(お子様1名のみ)

ビアホール 2018
第33回
ワインを楽しむ会
ソムリエがおすすめするワインをレストラン テラスの自慢の料理と共に
お楽しみ頂けます。
皆でワイワイと楽しみたいお客様におすすめのワイン会です。
開催日
営業時間

参加費用

19:00〜(受付18:30〜開始)

お一人様

6,000円

（税込）

テラスのティータイム
レストラン テラスでは、ティータイムにぴったりなスイーツもご用意して
おります。待ち合わせに、ティータイムに、当レストランの美味しい
スイーツを是非ご堪能ください。

FINAL BEER HALL
in Terrace

ケーキ単品 400円
ケーキセット 800円

（税別）〜

ビールやレモンをテーマにこだわりのサワーなどをご用意しました。

（税別）

食べ放題&飲み放題100分
前売り券

お一人様
当日料金

お一人様

6月

4,500円
5,000円

（税込） 好評発売中

営業時間

協賛

営業時間

シニア4,700円(税込)
中高生3,200円 (税込)
（税込）お子様(4歳〜小学生)2,000円(税込)

ドイツ料理

開催期間

※ケーキはお持ち帰りできます。

7月

フランス料理

8月

イタリア料理

9月

広々とした開放的な窓から

地中海料理

平成30年6月1日(金)〜9月30日(日)まで
平日 18:00〜22:00 / 土日祝 17:30〜22:00

屋上庭園と空を眺めながら、本格料理を楽しめます。

7F

アサヒビール株式会社
※写真は全てイメージです。

平日 14:30〜18:00 土日祝 14:30〜17:30

◎ご予約・お問い合わせは

Tel.

093-512-0376
朝／7：00〜10：00
昼／11：30〜14：30
夜／月〜金 18：00〜22：00
土日祝 17：30〜22：00

※季節によって料理内容が変わる場合がございます。※写真は全てイメージです。

Presents by Station hotel kokura 04

Presents by Station hotel kokura 03

6月11日(月)、6月20日(水)

夏のおすすめメニュー
八くら夏の特別メニュー 01

馬刺し
とろけるような食感とほのかな甘味が特徴です。新鮮な馬肉
の提供にこだわりを持った仕上がりです。

お一人様

1,200円

（税別）

八くら夏の特別メニュー 02

鰻まぶし御膳
薬味や茶漬けなどお好みでお召し上がり頂けます。
お品書き

刺身、天ぷら、サラダ、茶碗蒸し、鰻飯、
薬味、出汁、漬物
お一人様

2,500円

（税別）

季節の宴会料理プラン

要ご予約

季節の単品メニュー

旬の素材の旨味を抜群に引き出した宴会料理をご堪能ください。
料理
＋

お一人様

飲み放題
120分付き
ドリンク

5,000円

（税別）

八くら夏のおすすめ串焼き

おすすめの一品

旬の素材を使用した季節の串焼きをご用意しております。

旬の鮎を自家製の蓼酢でどうぞ。

ベーコンズッキーニ

鮎の塩焼き

ビール、ノンアルコールビール、日本酒、焼酎(芋・麦・米)、
ワイン(赤・白)、サワー、ウーロン茶、オレンジジュース、コーラ

都会の喧騒を忘れる癒しのお食事処

7F

◎ご予約・お問い合わせは

Tel.

093-512-0377

営業
時間

昼／11：30〜14：30
夜／月〜金 18：00〜22：00
土日祝 17：30〜22：00
※写真は全てイメージです。

１本

300円

（税別）

オクラ笹身巻き
１本

350円

（税別）

お一人様

600円

（税別）

※写真は全てイメージです。

Presents by Station hotel kokura 06

Presents by Station hotel kokura 05

※4,000円、6,000円プランもご用意しております。お気軽にご相談ください。
※写真は5,000円プランのイメージです。

夏 の宴会

Summer Season Course

季節の会席料理
季節の美味しい食材をふんだんに使用し、祇園自慢の会席料理に
仕上がりました。ご家族で、ご友人と、気心知れた皆様でお楽しみ
ください。

昼
夜

お一人様

4,500円
5,000円

（税別）
〜
（税別）
〜

プラン

法事・法要コース

お一人様

要ご予約

故人を偲び近しい方々と
語り合うひとときを・・・・・。
ご法要後の会食プランを承っております。
料理内容、ご予算などお気軽にお申し付けください。

卓盛料理

お一人様

5,000円

お一人様

4,000円

（税別）

（税別）
〜

※写真は5,000円プランのイメージです。
※影膳のご予約も承っております。
2,000円(税別)

オプションメニュー
O P T I O N

プラス2,000円でフリードリンクを
お付けすることができます。

和洋会席料理

瓶ビール、ノンアルコールビール、日本酒、焼酎(芋・麦・米・蕎麦)、
ワイン、
サワー、
ウイスキー、ソフトドリンク、コーラ

お一人様

5,000円

（税別）
〜

お部 屋のご案 内
響

最大80名様までご利用頂けます。

花

2〜8名様までご利用頂けます。

月

6名様までご利用頂けます。

鳥風

響

花

※写真は5,000円プランのイメージです。

月

鳥風

オプションも各種取り揃えております!

個人から団体まで、
季節ごとのご宴会など
様々なシーンにてご利用頂けます。

6〜18名様までご利用頂けます。

都 会 の 喧 騒 を 忘 れる癒しの お 食 事 処

7F

納涼パーティー、暑気払いパーティー、懇親会…など

◎ご予約・お問い合わせは

Tel.

093-512-0372
ご予約制 11：30〜22：00

※写真は全てイメージです。

印刷・装飾

料理・飲料

スクリーン、

看板製作、

お弁当、

プロジェクター、

招待状一式、

カラオケ、

胸章、
卓上装花、

コーナー料理
(握り寿司、
天ぷら)、

司会者など

贈呈用花束など

樽酒、
コーヒーなど

料理内容や宴会場の詳細はホテルホームページをご覧ください。
※写真は全てイメージです。

Presents by Station hotel kokura 08

Presents by Station hotel kokura 07

研修会、講演会、会議プラン、同窓会プラン、

音響・照明・演出

20th Anniversary Plan

ステーションホテル小倉

20周年

小倉の夏、夏の思い出に。

アニバーサリーウエディングプラン
関門海峡花火大会

小倉祇園太鼓

2018年で31回目を迎える関門海峡花火
大会。海峡を挟む北九州市門司と山口
県下関の両岸で合同開催される九州の
暑い夏を盛り上げる花火 大会になりま
す。当ホテルよりJR鹿児島本線にて開催
地の最寄駅(門司港)まで13分程で到着
致します。

News

JRホテルメンバーズのポイントが

北九州市の中心部である小倉で400年近
く続いている「国選択無形民俗文化財」
に指定された祇園祭です。当ホテルでお
泊りの際は小倉祇園太鼓で、全国的に
珍しい両面打ちの太鼓と威勢の良いヂャ
ンガラ（すり鉦）の音をご体感ください。

新着情報

(SUGOCA)

へ！

JRホテルメンバーズのポイントがJRキューポに交換できるようになりました！

「JRキューポ」は JR 九州インターネット列車予約や、
JQ CARD、SUGOCAのご利用でたまるポイントです。
各サービスでたまったポイントは、
「おまとめ登録」
して頂くと、合算してご利用頂けます。

詳しくは当ホテル公式ホームページをご確認ください。

JRホテルメンバーズ入会のご案内

プラン内容
plan details

JRホテルメンバーズ(JRHM)ポイントがたまります。

ポイントが使えます。

ご利用料金100円(税抜 )につき、3~10ポイントを付与いたします。

たまったポイントは100ポイントを100円として
対象のホテル・レストランでご利用頂けます。

販売期間

ご宿泊の場合

平成 30年2月1日
（木）
〜10月31日
（水）

レストランの場合

適用人数

年内限定ウエディングフェア
平成 30年12月末までの結婚式のお客様
条

件

・他プランとの併用はできかねます。
・衣装、
美容、
装花、
写真、
映像持ち込み不可

※レストランで割引された場合、ポイントは付与されません。
※一部ポイント付与対象外プランや商品もございます。
※1ポイント=1円 ※1,000ポイント以上保有時、100ポイント単位で利用可能

スペシャルプレゼント

ステーションホテル小倉での特典

ご宿泊：10％割引＆5pointレストラン( テラス・八くら )：5point上記の内容でポイントがたまります。

1. ウェルカムドリンク
2. 乾杯用スパークリングワイン
3. 新郎新婦様当日特別室ご宿泊
4. 結婚1周年記念ご宿泊
5. ウェルカム装飾 3万円分
6. 映像商品ギフトカード3万円分
7. 女優ライト＆シャボン玉演出3万円分
8. 衣装・ジュエリー割引5万円分
9. フェイシャル・デコルテエステ無料
10. ウェルカムフォトフレームプレゼント
11. 結婚報告ハガキプレゼント
12. 提携 4社ジュエリー割引

JR系ホテルの会員組織「JRホテルメンバーズ」に6月より
「JR西日本ホテルズ」が加わり、

東日本エリア

お得にご利用頂けるエリアが拡大。ますます便利に！
九州エリア
・ステーションホテル小倉
・ブラッサム博多中央
・別府温泉 竹と椿のお宿 花べっぷ
・JR九州ホテル ブラッサム那覇など

東日本エリア

東海エリア

・東京ステーションホテル
・ホテルメトロポリタン
・ホテルメッツ渋谷
・JR九州ホテルブラッサム新宿など

・名古屋JRゲートタワーホテル
・ホテルアソシア豊橋
・ホテルアソシア高山リゾート
・名古屋マリオットアソシアホテルなど
※レストランのみ

JR西日本ホテルズ
6月より加盟
九州エリア

東海エリア

JR西日本ホテルズ6月より加盟
・ホテルグランヴィア京都
・ホテルグランヴィア大阪
・ホテルグランヴィア岡山
・ホテルグランヴィア広島
・ホテルグランヴィア和歌山 ・奈良ホテル

・ホテルヴィスキオ尼崎
（6月6日 ホテル「ホップイン」アミングからリブランド）
・ホテルヴィスキオ大阪（6月6日開業）

※写真は全てイメージです。

ご予約・お問い合わせ

ステーションホテル小倉ブライダルサロン TEL 093-512-0390
HPからのご予約も受け付けております。

http://www.station-hotel-wedding.com

JR西日本ホテルズ

加盟キャンペーン実施！

キャンペーン期間 ：2018年6月1日(金)〜6月30日(土)
キャンペーン詳細は JRホテルメンバーズ公式HPをご覧ください。
※写真は全てイメージです。

Presents by Station hotel kokura 10

Presents by Station hotel kokura 09

special gifts

