
2018  S UMMER

テラス席ドリンクブース  期間限定オープン
【ご提供時間】11:00～16:00

＜ おすすめメニュー ＞

ケーキセット（お好きなケーキとお飲み物）　\1,134

カフェテラス 営業時間　9:30 ～17:00 

メニュー（一例）

生ビール ￥648

樽ワイン ￥540

パティシエ特製かき氷 ￥1,080

牛串揚げ・野菜串揚げ 各￥648

8月3日（金）～ 8月19日（日）

※雨天時テラスでの提供は、中止の場合あり。

カフェテラス「パフェフェア」

フルーツパフェ ￥1,080 ・ マンゴーパフェ ￥1,404 ・コーヒーゼリーパフェ ￥864

【ご提供時間】11:00～16:00

Summer Special

7月13日（金）～ 8月31日（金）

 Parfait Fair



 「アクア グリル ダイニング」　ご予約制・毎日営業【日帰り】ランチ&温泉プラン

ホテル伝統料理「マドラス」復刻ランチコース

プレミアム棟最上階「アクア グリル ダイニング」のランチと温泉入浴

のセットプラン。妙高の大自然を眺める源泉かけ流しの絶景温泉と

最上階レストランからの雄大な眺望とアクア グリル ダイニングなら

ではのランチコースをご堪能ください。

ランチコース ＋ 温泉入浴

ランチコース ＋ 温泉入浴

グリーンシーズンはテラス席でも

お召しあがりいただけます。

お盆休み限定ランチ&温泉プラン　「メインダイニングルーム ソルビエ」
2018年 8月11日（土）～ 8月19日（日）　【 ご予約制 】

Aコース  \ 7,880（7 品）

\ 5,720

「マドラス」復刻

Bコース  \ 5,720（5 品）

デザートは

パティシエ特製の

フルーツパフェ

12:00 ～ 13:30（L.O.）　　※毎日営業 

 【 8/11（土）～ 19（日）　11:30 ～ 13:30（L.O.）】

・ご予約制です。ご利用当日のご予約まで承ります。
・1 名様よりご予約いただけます。

※ 週末やお盆期間等は混雑いたしますので、お早めのご予約をおすすめいたします。

※レストランは、ランチのみでもご利用いただけます。

A コース（一例）

アクア グリル ダイニング

グリルチキン

※ ご予約の際にお申し付けくださいませ。

※ 1～ 4 名様までのご利用となります。

※ 雨天時はご利用できない場合がございます。

アミューズ、オードブル、パスタ、魚料理、　

肉料理、デザート＆コーヒー、パン

アミューズ、オードブル、スープ、マドラス、フルーツパフェ、コーヒー

　（ メイン料理「マドラス」は、下記の 4 種類より１つお選びください）

オードブル、パスタ、魚料理 又は 肉料理、

デザート＆コーヒー、パン

ラ  ン  チ

お食事の前後にご利用ください。温泉入浴

日本海鮮魚

オマール海老（＋\2,160） サーロイン（＋\2,160）

メイン料理「マドラス」は

4 種類より1つお選びください



テラスや芝生の上で、ピクニックのように

厳選したワインとホテルの特製料理を

チケット制でお楽しみいただけます。

お子様連れやご家族でもぜひお越しください。

【 入場無料 】　※雨天時は室内会場のみ

爽やか高原リゾートで、ワインと食事を楽しむ会

妙高ワインフェスティバル 2018

MYOKO WINE Fest ival 2018

9 月 16・17 日は、赤倉観光ホテルと妙高高原駅間の無料シャトルバスを運行いたします。

※所要時間約10分。出発時間の詳細は、後日ホームページに掲載いたします。

入場
無料

2018年 9月16日（日）・17日（月・祝）
各日 11 : 30 ～ 15 : 00（ 開場 11 : 00 ～）

お申込み・お問合せ

TEL  0255-87-2501
（ 赤倉観光ホテル ）

前売りチケット　　40枚綴り：3,500 円（4,000円相当）

お電話、または赤倉観光ホテル公式ウェブサイト告知ページよりお申込みください。

チケット番号をお知らせいたしますので、当日現金でお支払いくださいませ。

グループの皆さまで分けてご利用いただくことも可能です。【 受付：9/15まで 】

　 料　　  金　　    入場無料 ／ チケット制【 当日チケット  10枚綴り：1,000 円 】



電車･･･しなの鉄道・えちごトキめき鉄道  妙高高原駅から送迎車（ご予約制）で約10分

車･････上信越自動車道　妙高高原 I.C から約10 （ 分 7km）　

新潟県妙高市田切216　  FAX 0255 -87-2678　  http://www.akhjapan.com

TEL 0255-87-2501

展望テラス レストラン
「エートル」

見晴らし最高の展望テラス！
山々を一望するレストラン。

テラスはペットもOK！

ピザトースト単品   \650 ～

2018年7月14日（土）～ 11月4日（日）毎日運行

平　日 　8：00 ～ 16：00（上り最終 15：30）

土日祝 　8：00 ～ 16：30（上り最終 16：00）

※ 7/14（土）～ 8/19（日）の土日祝は 7:30 ～（予定）
※ 強風など悪天候時は運休となる場合がございます。

乗車料金　 大人（中学生以上） 　小学生

　往復　　 　1,800 円　　 900 円

　片道　　 　1,300 円　　 700 円

　　　　　 ※ 小学生未満のお子様は無料です

8/5（日）、8/12（日）、8/19（日）、8/26（日）
各日 9:00 ～15:00

8/13（月）

展望テラスレストラン「エートル」

1名 ￥1,000 ～

夏休み特別企画 スペシャル DAY

開催日

受　付

料　金

1,850円分の昼食付 1,850円分の昼食付

￥9,000 4日間限定

＜ 特別価格の4日間 ＞

￥12,000

しなの鉄道

冷涼な高原で、
　　爽快なプレーを

ご予約・お問合せ（ゴルフコース） TEL 0255-87-2502

ホテルスタッフ

 1 レストランサービス業務 2 客室清掃業務

 3 施設管理業務 4 調理業務（調理経験者）

 5 洗い場スタッフ 6 従業員食堂調理スタッフ

職　種

応募方法

時給 900 円～ （職種・経験により、待遇面は考慮いたします）賃　金

週 1 日からでも時間勤務のご相談をさせていただきます。
週末のみの勤務も可。高校生、専門学校生、大学生などのアルバイト可。

電話連絡の上、履歴書（写真貼付）をご郵送ください。

担当：総務課  岡田、石田

勤　務

待　遇
※ 経験等により、ゴルフ場での勤務をお願いする場合もございます。

TEL 0255-87-2550
履歴書送付先

〒949-2102   新潟県妙高市田切 216

赤倉観光ホテル  総務課宛（ハローワーク届出済）

従業員食堂あり、マイカー通勤可（手当支給）、一定区間の送迎あり

※　。すでンラプ定限」りよだトーゾリ「 ※  他の割引との併用はできません。

※ ご利用の際は、お電話にて「リゾートだより限定プラン」とお申し付けください。

9/17（祝）、9/24（振休）、10/8（祝）、11/4（日）

エートル体験教室
押し花を使って、うちわやしおりを作ります

夏季スタッフ募集   〈パート・臨時スタッフ  求人内容〉 ※ 社員・契約社員  同時募集中


