
www.kawasaki-nikko-hotel.com/

〒210-0024 川崎市川崎区日進町1番地 
JR川崎駅中央東口より徒歩1分 京急川崎駅より徒歩5分

TEL.044-221-2134
カフェレストラン ナトゥーラご予約

お問い合わせ

福岡県産の銘柄鶏
「はかた一番どり」を
シェフが実演コーナーで
仕上げサーブします！

ランチタイム

2時間制

11：30〜14：00 
※土日祝、1/3は15：00まで

（最終入店14：30）

※最終入店13：30

平日
時間制限

無し

土日祝
90分制

※12/23〜12/25、1/1〜1/3は別メニューに変わります。

※12/23〜12/25、1/1〜1/3は別メニューに変わります。

ご紹介のメニューの他にもお楽しみいただけるメニューを各種取り揃えております。

シェフからの感謝を込めて
12 1 Thu

2023年

92 Thu

Lunch

Dinner

17：30〜21：00 
※平日の月〜木曜日は営業を休止させていただく場合がございます
※最終入店20：00

ディナータイム

10 F カフェレストラン ナトゥーラ

ナトゥーラ ランチ&ディナー
サンクスブッフェspecial thanks!

※食材の入荷状況で料理内容が変更される場合がございます。 

・びんちょう鮪のカルパッチョ トリュフ風味 ・豚タンスモークの盛り合わせ
・カボチャのヌフォルマート ・トマトフォンジュを飾ったクリームポテト
・スモークサーモン〈アトランティック〉の盛り合わせ ・紅茶鴨のアグロドルチェ
・やまゆりポークのロースト はちみつ風味  ・鱈と野菜の寄鍋
・和牛〈挽肉〉のミートローフ ・エビとキノコのピラフ
・牛ハラミのソテー ・ホテルメイドの各種スイーツ

主なメニュー Menu
「はかた一番どり」の骨付きチキン
※12/23〜12/25、1/1〜1/3は別メニューに変わります。

実演コーナー

※1/4以降一部メニューが変更となります。

・帆立貝のグリルとリンゴのマリネ ・福岡県糸島産鮮魚のカルパッチョ 
・チキンとクリームチーズのバケットサンド ・ローストチキン 
・山芋とベーコンのキッシュ ・オマール海老のロワイヤル
・やまゆりポークのスカロッピーネ ・パエリア
・鴨胸肉のローストオレンジソース ・サーモンのパイ包み焼き
・牛ランプ肉のハーブクルート焼き ・ホテルメイドの各種スイーツ 

主なメニュー Menu
「足柄牛」のローストビーフ（トリュフ入りグレービーソース）
※12/23〜12/25、1/1〜1/3は別メニューに変わります。

実演コーナー

※1/4以降一部メニューが変更となります。

かながわブランド登録
「足柄牛」の
ローストビーフを
目の前で切り分けます。

実演料理

期間限定

クリスマス&お正月
イベント開催！
裏面をご覧ください

実演料理

丹精込めた
シェフ自慢の

オリジナルソースを
ご用意！

料金表
（※幼児＝3歳以上）

ランチブッフェ ディナーブッフェ
平日 土日祝 12/23（金）〜25（日） 

1/1（日）〜3（火） 平日 土日祝 12/23（金）〜25（日） 
1/1（日）〜3（火） 

大人
一般 3,500円 4,300円 5,000円 5,000円 5,800円 6,500円

One Harmony会員 3,150円 3,870円 4,500円 4,500円 5,220円 5,850円

シニア
一般 4,800円 5,600円

One Harmony会員 4,320円 5,040円

小学生
一般

1,800円 2,200円 2,500円 2,500円 2,900円 3,300円

幼児 900円 1,100円 1,300円 1,300円 1,500円 1,700円
※12/23（金）〜25（日）のランチ（ディナーは有料）の幼児はクリスマスキャンペーンの為、無料となります。
※料金にはソフトドリンクバー、消費税、サービス料が含まれます。

 ※掲載写真はイメージです。



キッズ限定
クリスマスプレゼント

小学生以下限定で
「お菓子の
クリスマスプレゼント」

〈ランチ＆ディナー対象〉
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カフェレストラン ナトゥーラご予約
お問い合わせ

※社会情勢により営業時間変更や営業休止、酒類の提供休止をする場合がございます。詳しくはホテル公式サイトでご確認ください。
※JALクーポンがご利用いただけます。 ※駐車場のご案内／アゼリア地下駐車場もしくはルフロン駐車場をご利用ください。ご利用金額に応じて、
上限2時間分の割引チケットをお渡しいたします。 ※掲載写真はイメージです。

※料金にはソフトドリンクバー、消費税、サービス料が
含まれます。 ※シニア＝65歳以上、幼児＝3歳以上

ランチ・ディナー
ブッフェ共通

「One Harmony」とは…
オークラ ホテルズ & リゾーツ、ニッ
コー・ホテルズ・インターナショナル、
ホテルJALシティでご利用いただけ
る会員プログラムです。詳しくはホ
テル公式ページをご覧ください。

川崎じもと応援券が
ご利用いただけます!

定期的な
換気

席間隔の
確保

キャッシュトレイ
の使用

飛沫防止
シートの設置

マスクの着用・
健康管理

手洗＆手指
の消毒

施設内
消毒液の設備

定期的な
消毒清掃

川崎日航ホテルの
新型コロナウイルス
感染症予防の
取り組み

＼ホテルで特別なお正月を迎えよう／

Happy New Year

※12/23〜12/25のランチの幼児はクリスマスキャンペーンの為、無料となります

 ディナー● 大人&シニア 6,500円（One harmony会員 5,850円）
小学生 3,300円 幼児 1,700円

 ラ ン チ● 大人 5,000円（One harmony会員 4,500円）
小学生 2,500円

会員様限定の
「スパークリングワイン
1杯プレゼント」
※当日入会も適用 
※他優待・割引との併用不可

● クリスマス限定 の「スペシャルプレート」
  エゾ鮑＆オマール海老のロースト、ラムチョップ、和牛ステーキから1品チョイス（一人一皿）
● 期間限定 おすすめパスタ「ポルチーニ茸とズワイガニのリングイネ」

スペシャル
ブッフェ

シェフから特別メニューの贈りもの
〈ランチ＆ディナー対象〉

※食材の入荷状況で料理内容が変更される場合がございます。 

※天候により日の出がご覧いただけない場合がございます。予めご了承ください。

 

 7：00〜10：00（最終入店9：30） ※1月1日（日）のみ6：45オープン営業時間●

料 金● 大人 3,500円 小学生 1,800円 幼児 900円

スペシャル
ブッフェ

1

スペシャル
ブッフェ

2

通常メニュー他、おせち料理やお雑煮など
お正月メニューをご用意しております。

新年の朝日を見ながら楽しむ
特別メニューの

「朝食ブッフェ」

「新年スペシャルブッフェ」

＼クリスマス気分を味わおう／

クリスマスランチ&ディナーブッフェ

12/1（木）〜12/25（日）
ホテル10階ロビーに期間限定のフォトコーナーが登場。クリスマスムードただようスポット
です。お手持ちのスマホでの撮影がお楽しみいただけます。ぜひ大切な人と記念の1枚を
撮影してください。

「クリスマススペシャルフォトコーナー」

特別メニュー  「ローストビーフ」が食べ放題！
●  料 金 大人 5,000円 小学生 2,500円 幼児 1,300円

ランチ
ブッフェ

特別メニュー  「和牛ステーキ」（一人一皿）
●  料 金 大人 6,500円 小学生 3,300円 幼児 1,700円

ディナー
ブッフェ

川崎日航ホテルの
食事券やスイーツ等が

当たる

「新春運試し
抽選会」も!

ディナー
大人対象

2023年 

1/1（日）〜3（火）

新しい年のご健勝ご多幸を祈念してお配りいたします。
新春「振る舞い酒」サービス

※無くなり次第終了となります。■場 所／10階ナトゥーラ店頭前
■時 間／〈1回目〉6：45〜  〈2回目〉11：30〜

元旦
限定

スペシャルブッフェ

2022年 

12/23（金）〜25（日）

ディナー
特別

メニュー

ランチ
特別

メニュー

●実演コーナー 「はかた一番どり」のクリスピーチキン
●  ランチ限定 キッズコーナー 
  「和牛ハンバーガー」「骨付きの唐揚げ」「シューストリング」等

プレゼント

1
会員限定
プレゼント

2 〈ディナー対象〉

One Harmony
会員限定プレゼント

今年はホテルでクリスマス、年始を過ごしませんか

※掲載写真はイメージです。

中身は
お楽しみ！

ご利用期限：2022年12月31日まで


