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LAGUNA  INFORMATION//////////////////////////////////// ////////////////////////////////////

○表示料金には税金（8％）とサービス料（10％）が含まれております。　All prices include 10% service charge and 8% consumption tax.
◯掲載写真はイメージであり、実際の商品とは異なる場合がございます。

ラグナオリジナルキャラクター
いちごくん＆いちえちゃん

いちごいちえ

一語一笑 〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-1-1　TEL：098-897-2121（代表）

http://www.laguna.co. jp

Event

Wedding

Lounge

壺中天菜館

Restaur ant

お祝い焼肉会席
8,100円

●1F 網焼香房 輪

※5日前までにご予約ください
※グループ単位でのご予約となります（2名様より） 提供は9月30日まで

麻（しびれる）・辣（辛い）・酸（酸っぱい）・香（香り）
4つの味覚をとりこんだ四川コース
3,560円

●13F 中華料理 壺中天

泡盛 vs 焼酎フェア

●レストラン4店舗&パドル

スタンダードセット 1,426円
プレミアムセット    3,326円
提供は11月30日まで

Bar

イオン那覇店 3F／TEL：098-859-7100

●13F バーラウンジ パドル／18：00～24：00（Last Order 23：30）

●お問合わせは宴会予約係まで／TEL：098-897-8788

●お問合わせはブライダル係まで／TEL：098-897-8384

●1F ラウンジ／9：00～21：00（Last Order 20：30）

笑顔あふれる民謡ショー♪
島うた少女たちがラグナに登場!!

会場／2階 大宴会場「羽衣の間」
お一人様
6,500円 【全席指定】

デコレーションスフレチーズケーキ
【テイクアウト限定】 6号（直径18cm）
1,800円
クリームチーズを贅沢に使い、低温でじっくり、
しっとりと焼き上げたスフレチーズケーキを
フルーツで華やかにデコレート。
お誕生日や“お持たせ”に。

甘酸っぱい苺ムースを
マカロン生地と
サクサクしたタルトでサンド

ムース オ フレーズ
470円

コーヒーの香りと
クルミの食感が楽しめる
大人のチョコケーキ

カフェ・ノワール
480円

セット内容
＊マティーニ（1杯）
＊おつまみプレート
  ・オリーブのベルモットジュレ詰め
  ・パールオニオン レモンオリーブオイルの香り
  ・合鴨スモーク 桜のソース
  ・自家製燻製ナッツ

プラン内容
洋・中 円卓料理9品
乾杯用スパークリングワイン（ノンアルコール）
フリードリンク（ビール・ソフトドリンク・ウィスキー・泡盛）
ひな壇・ウェディングケーキ・メモリアルキャンドル・卓上
メモリアルキャンドル・卓上

：
：

：
：

※特典のチケットはご披露宴当日のお渡しとなります

＊当ホテルスイートルームのご宿泊&翌日の朝食
＊ご両家親族控室オードブルのサービス
＊ペア宿泊券（スーペリアタイプ）×1組
＊ペアランチ券×1組
＊ペアケーキセット券×1組
＊ペアドリンク券×1組
＊参列者のご宿泊料金を特別価格にてご案内

7つの特典（12万円分プレゼント）

マティーニプレート

La・La・La♪ ラグナウェディング
2018年1月発表の新しい婚礼プランに 今だけ♪7大特典つき！

母の日スペシャルランチ

山川まゆみ with 島うた少女“テン”ショー

5月13日（日）母の日

50名様 460,000円　100名様 790,000円
お一人様追加

7,700円

Summer Plan 2018

1,426円

カクテルの王様「マティーニ」と
マティーニに合う数種のおつまみを
セットでご提供いたします。

ラグナクラブ会員様なら15％OFF!

ラグナクラブ会員様なら10％OFF!

その他にも様々な特典をご用意しております。

【年会費】 ラグナクラブ 10,000円／ラグナクラブ VIP 50,000円

有効期間：ご入会月より最大１年間
（例：2018年4月中入会→2019年3月末日まで） ラグナクラブ 検索

ご存知ですか？おトクなラグナクラブ

レストランディナー15%OFF!
朝食&ランチ10%OFF!

対象期間：2018年6月～9月に御披露宴を開催の方限定

料 理
飲 物

装 花
キャンドル

11：30～
12：00～
12：50～14：00（予定）

【 受 付 】
【お食事】
【ショー】

2組（各2枚仕上げ）
招待状
ご両家親族控室
入刀用ウェディングケーキ
介添え・カラークロス（5色）・チェアカバー

：
：

：
：

写 真
印 刷 物
控 室
ケ ー キ
そ の 他

お一人様（朝食付き） 5,880円より
上記の料金は2名～4名様ご利用時の料金となります。
詳しくはTEL：098-897-8846（宿泊予約係）まで

5/12・13・14限定特別宿泊プラン母の日
スペシャルランチイベント
チケットご購入の方

※料金には特製ランチ・ソフトドリンク（フリードリンク）・
　ショーチャージ・消費税が含まれております。
※会場内は禁煙とさせて頂きます。
※未就学児の入場はご遠慮させて頂きます。
※お席はお申込み先着順となります。
　お席のご指定は致しかねますので、予めご了承ください。

|  ベイ・ブリーズ 2018年 4・5月号  |

海の日
716 月

1,200円

スープ・ライス・小菜・サラダ
デザート付き

ラグナクラブ会員様なら10％OFF!

海鮮のバジル炒めセット

○表示料金には税金（8％）とサービス料（10％）が含まれております。　All prices include 10% service charge and 8% consumption tax.

ラグナのウェディングまるわかり♪
ブライダルフェア開催！

●1F 和琉ダイニング あんのん

〈 火・水・木 限定 〉
寿司15種&天婦羅15種食べ放題
4,158円
提供は9月30日まで



◯掲載写真はイメージであり、実際の商品とは異なる場合がございます。 ◯各レストランの小人料金は6～12歳、幼児料金は4歳・5歳のお子様を対象とさせて頂きます。○表示料金には税金（8％）とサービス料（10％）が含まれております。　All prices include 10% service charge and 8% consumption tax.

■スタートセット 【小鉢】季節野菜のお浸し、葛豆腐 【天婦羅】海老、魚、烏賊、野菜三種 【しゃぶしゃぶ】和牛肉、あぐーロース肉、あぐーバラ肉、野
菜数種、うどん、タレ二種 【止椀】赤出汁、ガリ生姜 【デザート】アイスクリーム
■おかわりメニュー 天婦羅、しゃぶしゃぶ用肉、しゃぶしゃぶ用野菜、寿司十種（鮪、白身、海老、烏賊、サーモン、イクラ、玉子、〆鯖、鯵、細巻き）

和琉ダイニング あんのん1F 中国料理 壺中天（こちゅうてん）13F

〈 90分間限定 〉

春の特選中華45品オーダーブッフェ

ラグナクラブ会員様なら15％OFF!

大人4,650円  小人2,370円  幼児515円
3,952円

前菜4種盛り合わせ、海老と菜の花の炒め、タマンのXO醤炒め、海老のチリソース煮、蟹玉甘酢あんかけ、烏賊と青野菜の炒め、牛肉とピーマンの
炒め、豚ロース唐辛子炒め、黒酢入り酢豚、牛バラのオイスター煮シークワーサー風味、帆立のクリーム煮、黒豚ガーリックソース、ちょっと辛めの
麻婆豆腐、豚バラの豆板煮込み、八宝菜、フカヒレスープ、点心4種、デザート4種など全45品

〈 90分間限定 〉

三大人気和食を食べ放題！しゃぶしゃぶ＆天婦羅＆寿司おかわりプラン

〈 金・土・日・祝日限定 〉

厳選地鶏とワールドポーク&しゃぶしゃぶディナーブッフェ

ラグナクラブ会員様なら15％OFF!

大人5,940円  小人2,970円  幼児515円
5,049円

和食の三大人気メニュー「しゃぶしゃぶ」「天
婦羅」「寿司」を食べ放題で！しゃぶしゃぶ、天
婦羅はスタートセットからおかわり自由、お寿
司は10種の寿司ネタからお好きなものをお好

きなだけオーダーしていただけます。
また、しゃぶしゃぶの出汁は「昆布だし」「和風
鰹だし」「チゲ鍋風だし」「豆乳だし」の4種類
からお選びいただけます。

壺中天のフードメニューの中から人気の高い
料理45品をそろえた、オーダーブッフェ形式の
食べ放題プラン。お料理はご注文を受けてか
ら作り始めて、出来たてアツアツをお持ちいた

【サラダ前菜】アスパラガスと季節野菜、島豆腐の温玉のせサラダ 【焼き物 走り】上タン2種盛り合わせ（厚
切り/薄切り） 【箸休め】キムチ盛り合わせ 【焼き物 メイン】黒毛和牛3種とやんばる地鶏の盛り合わせ
【御飯】あぐー豚のローストポーク丼、すまし汁 【甘味】黒糖パンナコッタとプチガトーの2種盛り

します。最初に出てくるスタートセット「前菜盛
り合わせ」「牛肉とピーマンの炒め」「蟹玉」の
3品の後は、全45種の食べ放題メニューから
お好きなものを召しあがれ。

パセオガーデン1F

ラグナクラブ会員様なら15％OFF!

5,940円
5,049円

Dinner 17：30～22：00（Last Order 21：30）

Dinner 17：00～22：00（Last Order 21：30） Dinner 17：00～22：00（Last Order 21：30）

Dinner 17：00～22：00（Last Order 21：30）網焼香房 輪（りん）1F

昆布だし

チゲ鍋風だし

和風鰹だし

豆乳だし

あぐー豚と鴨の洋風しゃぶしゃぶやUS黒豚の厚切りカツレツ、やんば
る地鶏の黒炭火焼き等、厳選した銘柄豚や地鶏をメインに、日本の調
理法を取り入れた料理や琉球料理、お子様向けメニュー等、幅広い年
代の方が食べやすい料理をそろえました。デザートコーナーも充実♪

ラグナクラブ会員様なら15％OFF!

大人3,500円  小人1,750円  幼児515円
2,975円

県産和牛とやんばる地鶏、あぐー豚のプレミアムコース

季節の野菜を取り入れた彩り豊かな前菜と、県産和牛やあぐー豚、や
んばる地鶏など県産食材をたっぷりと味わえる焼肉コース。

〈 平日限定 〉
カジュアルハーフディナーブッフェ
大人2,970円 小人1,485円 幼児515円

2,524円ラグナクラブ会員様なら15％OFF!

平日はカジュアルに!週末は豪華に!
おすすめ！ おすすめ！

和牛セレクション&ブランド肉食べ放題
大人6,700円 小人3,100円
和牛の希少部位や銘柄鶏、世界のブランドポークに話
題の熟成牛、プレミアム牛タンをおかわり自由でどうぞ。


