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ホテル日航大分 オアシスタワー
Hotel Christmas 2021

クリスマスケーキ＆オードブル、クリスマスディナー
ご予約承り中
ホテル日航大分 オアシスタワー（住所：大分市高砂町 2-48 総支配人：津秦 幸生）では、毎年恒例のホテル特
製「クリスマスケーキ」とコロナ禍にご自宅で安心して過ごしたいという方々に「クリスマスオードブル」の予約受付を開
始いたしました。クリスマスオードブルのご予約は 2021 年 12 月 17 日（金）まで、クリスマスケーキのご予約は 2021
年 12 月 19 日（日）まで。ホテルホームページもしくはお電話にて承ります。
また、ホテルで楽しむクリスマスディナーも開催します。「フレンチレストラン Ciel Azur （シエル・アジュール）」（21
階）、「オールデイダイニング セリーナ」（2 階）の館内レストラン 2 店舗でクリスマスディナーをお楽しみいただけます。

■クリスマスディナー特集 概要
・「ノエルディナー 2021」
至高の最上階クリスマス。聖なる季節を、正統フレンチで祝いませんか。
大分市内最高層地上 101m からの眺望と、とっておきの食材で最高のクリスマスを演出します。
【開催日】
2021 年 12 月 23 日(木)～12 月 25 日（土）
【時間】
2021 年 12 月 23 日(木) 18:00～21:00（ラストオーダー 20:00） ※お好きな時間でスタートしていただけます。
2021 年 12 月 24 日(金) ・25 日（土）※2 部制
［１部］ 18:00～20:00 （ドアオープン 17:40）
［２部］ 20:40～22:40 （ドアオープン 20:20）
※12 月 24 日（金）・25 日（土）は、中学生以上のお客様のみのご利用とさせていただきます。
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【場所】
フレンチレストラン Ciel Azur （シエル・アジュール）（21 階）
【料金】
・Adelheid（アーデルハイト） 13,000 円（税サ込） ※12 月 23 日のみのご提供
・Anastasia（アナスタシア） 18,000 円（税サ込）
【料理】
アミューズ、前菜１、前菜２、魚料理、肉料理、デザート、パン、コーヒー
【ご予約・お問い合わせ】
フレンチレストラン Ciel Azur TEL 097-533-6109 （受付時間 11:00～21:00）
＜公式ホームぺージからのご予約＞
https://www.tablecheck.com/shops/oasistower-cielazur/reserve
・「クリスマスディナーブッフェ」（120 分）
オープンキッチンの開放感あふれる店内はクリスマス一色。ブッシュドノエルやローストビーフ、
ビーフステーキの実演と、クリスマスの特別なメニューをブッフェスタイルで！
【開催日】
2021 年 12 月 23 日(木)～12 月 25 日（土）
【時間】
2021 年 12 月 23 日(木) ・24 日（金） 18:00～21:00（ラストオーダー 20:30）
2021 年 12 月 25 日（土）※2 部制
［１部］ 17:10～19:10 （ドアオープン 17:00）
［２部］

19:50～21:50 （ドアオープン 19:40）

【場所】
オールデイダイニング セリーナ（2 階）
【料金】
大人 6,000 円（税サ込）／65 才以上 4,800 円（税サ込）／75 才以上 4,000 円（税サ込）／
小学生 3,000 円（税サ込）／4・5 才 1,200 円（税サ込）／3 才以下無料
【料理】
ローストチキン オレンジソースがけ・牛ホホ肉の赤ワイン煮込み・オマール海老とホタテのグラチネ・河豚のフリッ
ト・チリソース添え・チーズフォンデュ・白身魚のパイ包み・鴨のスモーク バルサミコソース・寿司 ・キッシュ など
【ご予約・お問い合わせ】
オールデイダイニング セリーナ TEL 097-533-5427 （受付時間：9:00～18:00）
＜公式ホームぺージからのご予約＞
https://www.tablecheck.com/shops/oasistower-serena/reserve

-2-

クリスマスケーキの王道ともいえるガトーフレーズ、毎年ご好評いただいておりますキャラメルノエル、しっとりとした
チョコスポンジにスイス産チョコレートを使用したクリスマスショコラのお好みに合わせて選べる 3 種類のクリスマスケ
ーキをご用意いたしました。
ホテルメイドのケーキと共に、ご家族や恋人、ご友人など、大切な人と過ごすクリスマスをお楽しみください。
■クリスマスケーキ 2021 販売概要

● ガトーフレーズ (限定 120 個)
【料金】

1 個／4,300 円(税込)

【サイズ】 5 号・直径約 15 ㎝
Xmas ケーキの王道ともいえるガトーフレーズ。パティスリーの誇りがうかがえる
ケーキでもあります。自慢のスポンジに純生クリーム、ふんだんにいちごをあし
らった、どなたにも愛されるケーキです。
● キャラメルノエル (限定 50 個)
【料金】

1 個／3,900 円(税込)

【サイズ】 約 8 ㎝×約 17 ㎝
毎年ご好評いただいておりますキャラメルノエルが、今年も登場！濃厚なスイス
産チョコレートの香り、木苺のジュレとムースショコラの絶妙な味わいをご堪能く
ださい。
● クリスマスショコラ (限定 30 個)
【料金】

1 個／4,500 円(税込)

【サイズ】 5 号・直径約 15 ㎝
しっとりしたチョコスポンジにスイス産チョコレートを使用した純生クリーム。
チョコ好きにはたまらない、チョコレートケーキです。
※ご好評につきクリスマスショコラ（限定 30 個）は、完売いたしました。
---------------------------------------------------------------------------------------------【ご予約受付】
2021 年 12 月 19 日(日)まで
【お渡し期間】
2021 年 12 月 23 日(木)～12 月 25 日（土） 11:00～18:00
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【お渡し場所】
ホテル日航大分 オアシスタワー ロビーラウンジ ファウンテン（1 階）
【ご予約・お問い合わせ】
オールデイダイニング セリーナ TEL 097-533-5427 （受付時間：9:00～18:00）
＜公式ホームぺージからのご予約＞
https://www.tablecheck.com/ja/shops/oasistower-fountain/reserve

ご家族や親しい方とのパーティーやお集りにおすすめのクリスマスオードブル。
ジューシーなローストチキンも一緒にご用意いたしました。クリスマスケーキを一緒にご注文いただくと、クリスマスオ
ードブルが 500 円引きになる嬉しい特典も。
今年のクリスマスは、ホテルの料理とともに特別な時間をぜひお楽しみください。
■クリスマスオードブル 2021 販売概要

● クリスマスオードブル (限定 50 個)
【料金】 1 セット／7,500 円(税込)
【内容】 クリスマスオードブル 4 人分
（約 480cm×約 340cm×約 17cm）、
クリスマスチキン 1 個
---------------------------------------------------------------------------------------------【ご予約期間】
2021 年 11 月 12 日(金)～12 月 17 日(金)
【お渡し期間】
2021 年 12 月 23 日(木)～12 月 25 日（土） 10:00～16:00
【お渡し場所】
ホテル日航大分 オアシスタワー ロビーラウンジ ファウンテン（1 階）
【総合受付】
宴会予約 TEL 097-533-5910 （平日［月～金］10:00～17:00）
＜公式ホームぺージからのご予約＞
https://www.nikko-oita.oasistower.co.jp/xmas/reserve/input
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【ホテル日航大分 オアシスタワーの施設概要】
＜所在地＞大分県大分市高砂町 2 番 48 号
＜敷地面積＞12,314 ㎡（3,725 坪）
＜ホテル＞地上 21 階 地下 1 階
＜施設構成＞客室数 157 室、宴会場 15 会場、レストラン・バー 4 ケ所、ウェディングチャペル、神殿 他
＜アクセス＞JR 大分駅 徒歩約 10 分
【ホテル日航大分 オアシスタワーについて】
－出会うたびに優しい 出会うたびに新しい－
複合商業施設「オアシスひろば 21」内に位置し、地上 101m と大分市内で最も高い建物です。その高層階からは
大分市街地、別府湾、国東半島、由布岳の大パノラマを一望することができ、ランドマークとして大分の迎賓館の役
割を担ってきました。ホテルの特徴である眺望を活かし、ニッコー・ホテルズ・インターナショナルならではの明るくフ
レンドリーながらも、上質で洗練されたおもてなしをご提供する、大分での活動と地域のイベントの拠点となるホテル
を目指して参ります。

本件リリースに関するお問い合わせ先
ホテル日航大分 オアシスタワー

企画広報／衛藤 ・ 中村 ・ 上原

〒870-0029 大分県大分市高砂町 2-48
TEL 097-533-6035（企画広報部 直通） TEL 097-533-4411（代表） FAX 097-533-5947
E-mail：info@nikko-oita.oasistower.co.jp
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