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人気No.1 スペシャルブライダルフェア
参加費無料

9月9日（日）
、30日（日）
、10月21日（日）
、28日
（日）
、11月11日（日）
、25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

autumn 2018 September,October,November

QRよりアクセス！

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

ステーションホテル小倉

スイーツブッフェ＆ランチ

FINAL BEER HALL
in Terrace

30種類のホテルメイドスイーツ＆選べるランチ
腕によりをかけたホテルパティシエ特製スイーツが食べ放題！

美味しいヨーロッパの食紀行。
レストランテラス、ラストの総決算！

開催期間

9月30日（日）まで

営業時間

平日 18:00〜22:00 / 土日祝 17:30〜22:00 ラストイン20:30

前売り券

お一人様

当日料金

お一人様

4,500円

（税込） 中高生 3,200円（税込）

5,000円

（税込）

お子様（4歳〜小学生）
2,000円（税込）

協賛：アサヒビール株式会社

開催期間

9月30日（日）まで

営業時間

11:30〜14:30 ラストオーダー 14:00

選べるメイン＋ブッフェ
平日限定
Aランチ

肉orパスタ お一人様

Bランチ

肉or魚

お一人様

Cランチ

肉or魚

お一人様

1,500円
1,800円
2,300円

（税別）
（税別）
（税別）

※全てのランチにブッフェ（30種類のデザート、サラダ、スープ、パン、ライス、ソフトドリンク）が付きます。

ランチメニュー

A

ランチ

B

ランチ

C

ご予約・お問い合わせ

レストラン テラス

TEL

ランチ

093 -512- 0376

お一人様

肉orパスタ

1,500
お一人様

・鶏のトマトチーズ焼き
円（税別）・イカの一夜干しとアンチョビのトマトパスタ
肉or魚

1,800
お一人様

K O K U R A

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

H O T E L

HPからのご予約も受け付けております。

S T A T I O N

ご予約・お問い合わせ

・豚肉のミラノ風カツレツ
円（税別）・クロカジキマグロのステーキ レモンバター添え

2,300

肉or魚

・国産牛ロースのステーキ ガーリックと胡麻香味
円（税別）・真鯛のポワレ 夏野菜添え

ステーションホテル小倉 公式WEBサイト
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)

◆ レストランフロア フルリニューアル！

特集

◆ こだわりの 朝 食 〜九 州 の 朝ご は ん〜

◆ ステ ーションホテル 小 倉のお せ ち

◆ 2 0 周 年アニ バー サリーウエディング

◆ 季 節 のお す すめ 情 報 〜 門 司 港レトロ・平 尾 台 〜

Renewal

Open

News 02

10月1日、
「宴会場 響」リニューアルOPEN！

2018.10.1

リニューアルオープン

皆様にご愛顧いただいている「響」はこれまでの畳座敷か
らバンケットホールに一新。
どなたでもご利用しやすい会場へとリニューアルいたします。
会場内は半分に仕切ることで小・中宴会場としてもご利用頂く
ことができ、各種パーティーの他、同窓会や法事・法要など
様々な用途に対応いたします。

2018 年

秋、
ステーション ホテル小倉が

生まれ変 わります。
News 01

10月1日、
「鉄板・串焼き 八くら」リニューアルOPEN！
「ワインと日本酒に合う和食と洋食を同時に楽しめるレストラン」をコンセプトに、和モダン溢れる明るい店内へとリニューアル致します。
お昼には和洋それぞれの御膳やセットメニューを、夜には鉄板焼きや串焼きを中心としたバラエティ豊かなお料理をご用意しております。
お食事に合う豊富な種類のワインや日本酒を多数取り揃えておりますので、料理長おすすめの料理の数々とともにご堪能いただけます。
新しく生まれ変わる「鉄板・串焼き 八くら」にご期待ください！

20

News 03
12月、7FホテルフロントOPEN予定！
「レストラン テラス」は9月30日をもって営業終了し、12月から新たにホテル
フロントへと生まれ変わります！当ホテルに来られたお客様がより便利に
お使いいただけるホテルへと進化を続けてまいります。
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周年記念の一環として、7Fのレストランフロアが
リニューアル！
「和食・串やき 八くら」は「鉄板・串焼き 八くら」として、新
たに鉄板焼きメニューを追加します。
さらに、
「日本料理 祇園」は和宴会場である「響」がリニュー
アル。20周年を迎え、装いも新たに生まれ変わったステー
ションホテル小倉のレストランフロアをお楽しみに！

10月1日、
「鉄板・串焼き 八くら」リニューアルOPEN！

昼メニュー

LUNCH MENU

串焼き重御膳
人気の串焼きと食材を宝石箱のようにちりばめた御膳です。
お品書き
小鉢、串焼き重、サラダ、味噌汁

New
鉄板・串焼き 八くら
新メニュー特集
夜メニュー

お一人様

1,500円

（税別）

和洋松花堂膳
八くら自慢の和食・洋食を詰め込んだ、団体のお客さまにも
おすすめの御膳です。
お品書き
刺身、焼物、茶碗蒸し、魚料理、肉料理、
サラダ、御飯、味噌汁、香の物、デザート

お一人様

DINNER MENU

2,200円

（税別）

鉄板焼き

先付

牛肉のローストと玉ねぎのマリネ
薄くカットした牛肉と旨味たっぷりの玉ねぎを黒こしょう風味のマリネ
に仕上げました。

牛さがり鉄板焼き

フォアグラ鉄板焼き

国産牛のさがりを使用しています。甘めの特製ダ
レでお召し上がりください。

肉厚のフォアグラを季節のお野菜とともに鉄板で
焼いた贅沢な一品です。

950円

（税別）

串焼き

700円

国産牛サーロイン

1,500円

（税別）

（税別）

彩り豊かなお野菜と国産牛を焼いた旨味溢れる
一品に仕上げました。

2,000円

（税別）

アラカルト

つるが豆腐と甘鯛の揚げ出し

-

ふわふわのつるが豆腐と旬の甘鯛を揚げ出しでお召し上がりください。

800円

（税別）

かしわ
一本

鉄板・串焼き 八くら

ささみ

200円

（税別）

ご予約・お問い合わせ

TEL

一本

250円

093-512-0377

おもてなしの五種盛り

豚バラ
（税別）
営業
時間

一本

350円

和食・洋食どちらも楽しめる料理長特製の前菜をご用意いたしました。

（税別）

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。

1,200円

（税別）

※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

前菜

ステーションホテル小倉
こだわりの朝食メニュー

BEER

九州の朝ごはん

&

DINNER

朝食でご用意している地元の名物や九州各県の
代表的な料理をご紹介。
（税別）

岡
福

岡
福

A

S

T

T

E

R

R

A

C

E

福

岡

県

7:00〜10:00 ラストイン 9:30

県

営業時間

1,500円

県

お一人様

小倉周辺を中心とする旧豊前国（小倉、門司
地区〜筑豊、京築地域）の郷土料理。
「ぬか
みそ炊き」とも呼ばれ、旧若狭国・旧丹後国
の青魚のぬか漬け「へしこ」をアレンジしたも
のとされています。

黒いつゆに醤油で炊いた牛肉をのせ、大量の生
姜を入れて食べます。小倉肉うどんは牛のスジや
スネ、頰肉といった部位を炊いて使っており、
つ
ゆの色や生姜の量も全国的に珍しいといわれて
います。

北九州発祥の焼きうどん。終戦直後の食糧難
時代、代用食として焼きそばを作ることを考えた
が「そば玉」がなく、代わりに干しうどんを使い
試食したのが始まりといわれています。

平日 18:00〜22:00 土日祝 17:30〜22:00

崎

9月30日（日）まで

営業時間

長

開催期間

分

食べ放題
&
飲み放題120分

協賛

中高生 3,200円（税込）

（税込）お子様（4歳〜小学生）2,000円（税込）

大

お一人様

（税込） 好評発売中

県

月替わりメニュー美味しいヨーロッパの食紀行。
レストランテラス、ラストの総決算！
9月は地中海料理をご用意しております。

当日料金

4,500円
5,000円

岡

FINAL BEER HALL in Terrace

お一人様

福

前売り券

20周年の感謝の気持ちを込めて

県

焼きうどん

県

小倉肉うどん

L

じんだ煮

ラストイン 20:30

アサヒビール株式会社

20周年の感謝の気持ちを込めて

お一人様

4,500円

（税込） 中高生 3,000円（税込）

開催期間

オードブル&BBQセット
＋
飲み放題120分

おきゅうと

中津唐揚げ

豚の角煮

福岡県福岡市を中心に食べられている海藻加工
食品。もともとは福岡市博多地区で食べられてい
ましたが、その後福岡市全体に広がり更には
九州各地に広がりつつあります。福岡市内では、
毎朝行商人が売り歩いていたといわれています。

今や唐揚げの聖地ともいわれる中津市で有名な
中津唐揚げ。鶏肉自体にしっかりと味が染み込
んでおり、衣は薄く、カリッとジューシーな仕上が
りが特徴です。

起源は中華料理の「東坡肉」といわれ、鎖国時
代に海外と交流のあった長崎に伝わった長崎な
らではのソウルフード。東坡肉の材料や作り方
が和風にアレンジされ、時代と共に東坡肉が変
化し「豚の角煮」となりました。

要ご予約
2名様〜

9月30日（日）まで

レストランテラスは9月30日を以て営業を終了いたします。長年ご愛顧いただき、誠にありがとうございました。
新たなレストランフロアにもご期待ください！
レストラン テラス

ご予約・お問い合わせ

TEL

093-512-0376

営業
時間

朝 / 7：00〜10：00 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。

辛子高菜
ラーメン、チャーハン、何にでも
相性抜群の食材である高菜は
カラシナの一品種。葉は楕円
形で大きく、味は少し辛みがあ
ります。辛子高菜は葉の部分を
唐辛子で漬け込んだ、九州地
方の特産品です。

さつま揚げ
魚のすり身に酒と調味料を加え
て揚げたもの。鹿児島では「つき
揚げ」とも呼ばれ、酒のつまみや
お正月など様々なシーンで食べら
れている地元の味です。お土産、
お中元、お歳暮等の贈呈用として
も幅広く利用されています。

※写真は全てイメージです。
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熊

本

県

※ビアホール前売り券でもご利用いただけます！
※悪天候(雨・強風など)の場合は中止とさせていただきます。

鹿
児
島
県

ガーデンバーベキュー

ステーション小倉の

おせち

2019年

秋の宴会プラン

ご案内
お一人様

卓盛
料理

4,000円

（税別）

お一人様

5,000円

（税別）

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。
研修会、講演会、会議プラン、同窓会プラン、

ステーションホテル小倉のおせち

法事・法要、周年記念・・・など

ホテル特製 和洋おせち

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

和洋会席料理

〜ホテル総料理長監修〜

食材の吟味から、繊細で上品な味つけ、目にも美味しい盛りつ
けまで、細部に至り心と技のこもったお料理は、必ずご満足い
ただけます。ぜひ、ご賞味ください。

伝統の 味 と創作料理の 粋 が調和する、新春にふさわしい
華やかなおせち料理です。

三段重（4名様用）

音響・照明・演出

25,000円

（税込）

ご予約承り中

※ホームページからのご注文も承っております

お一人様

要ご予約

申込期間

2018年9月1日（土）〜12月25日（火）18:00まで

6,000円

（税別）

※写真は6,000円プランのイメージです。
※写真は全てイメージです。

ご予約・お問い合わせ

TEL

093-512-0391

料理内容や宴会場の詳細はホームページをご覧ください。

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

20 th Anniversary

ステーションホテル小倉

20周年

秋の訪れを
北九州で楽しみませんか？

アニバーサリーウエディング
門司港で「レトロなでしこ」
「レトロなでしこ」は、九州女子大学・あ
さい和裁学院・B＆A門司港・北九州市
が協力して、観光客の方に門司港レトロ
を袴姿で楽しんでもらいたいとの思いか
ら実施している袴のレンタル事業です。
老若男女問わずご利用いただくことがで
きるので、皆様もノスタルジックな雰囲気
を味わってみませんか？

平尾台で自然に触れる
平尾台は、北九州国定公園・国の天然
記念物にも指定される日本有数のカルス
ト台地です。白く丸みをおびた石灰岩が
ポコポコと並ぶ様子が羊の群れのよう
に見えることから「羊群原」と呼ばれる
景色が広がり、秋風にたなびくススキと
草紅葉が大地を彩ります。

営業日 9月29日から12月9日までの土日祝
料 金

2,000円

Stay
お土 産 紹 介

宿 泊 のご 案 内

北九州めんべい
2 枚×1 2 袋 入り

1,080円

（税込）

程よい辛味と魚介の旨みが詰まった「めんべい」と北九州の特産品
でもある「ぬかだき」がコラボしてできた「北九州めんべい」。いかや
明太子などの海鮮に北九州の郷土料理・ぬかだきの特徴的な風味
が加わり、パンチのある香辛料の香りとパリッとした食感が楽しめ
る一品です。パッケージには北九州の象徴でもある「小倉城」と勇

ステーションホテルが選ばれる理由

壮な「戸畑祇園大山笠」がデザインされており、北九州らしい祭り

Reason why Station Hotel is chosen

の躍動感にあふれ、旅行・出張・帰省のお土産としても最適です。
上記のめんべいがセットになった宿泊プランも！

1.「駅直結」という好立地

めんべいプラン

遠方からの親戚・友人や北九州にいる幼馴染、
会社の上司まで、
ゲストみんなが集まりやすい場所にあります。

2.

詳しくはホテルホームページをご覧ください。

News

味わい深い料理

新鮮な食材を使い、
若者からご年配の方まで、
ゲストみんながおいしく召し上がれる和テイストのフレンチ。

3.

JRホテルメンバーズのポイントが

洗練されたスタッフ

365日ご宴会やご婚礼のお客さまと過ごしてきたホテルだからこそできる、
最高のクオリティを提供するサービススタッフ。

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！

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。

JRホテルメンバーズ入会のご案内

Best Day Ever
今までで最高の一日を―

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。

ご宿泊の場合

「ゲストが嬉しいと私も嬉しい」

レストランの場合

ゲストの皆さまへのおもてなしを大切にする
※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

新郎新婦様に選ばれてきたホテルです。
※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

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。

※詳しい内容は JRホテルメンバーズ
公式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 10
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たくさんの喜びが紡ぎだす大きな幸せ。

