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安心のご提供方法で感染対策

各種お料理は全て個人盛りにて

選べる間隔

ソーシャルディスタンスレイアウト

間隔１ｍ 間隔 2ｍ

ご飲食時以外は

必ずマスク着用で感染防止

全卓・全席

飛沫シールド
設置可能

全卓設置

99.9％
除菌スプレー

※詳細はホームページの「ソーシャルディスタンスレイアウトのご案内」をご覧ください。

全卓・全席に飛沫シールド設置で感染予防を徹底。

料理は全て個人盛りで安心のお食事を。

ソーシャルディスタンスレイアウトで「みんなで集まって・少人数でお食事を」

安心のコロナ対策
「 忘年会や新年会、行っても本当に大丈夫…？ 」。
アートホテル大分では、物理的に感染症を予防する事を心がけ、皆様が安心して楽しめる準備や取り組みを行っておりま
す。例えば、各テーブルへの飛沫ガードの設置やお料理の個人盛り対応、充分な距離を取ったソーシャルディスタンスレイ
アウト、未着用の方へのマスク無料配布など、新しい宴会スタイルをご提供致します。



宴会場のご案内 2020年完成の新宴会場。「大分市で一番新しい宴会場」として
総会・会議・展示会・イベント対応をはじめ、 各種ご宴会・同窓会・祝賀会まで 幅広く対応

宿泊 ご宴会への参加前後は客室でごゆっくりお寛ぎ頂けます。2020年に全室改装済み。大分文化をデザインに取り入れた和モダンルームです。

10 ％
OFF

宴会場ご利用のお客様は宿泊10％OFFにてご利用頂けます。

※アートホテル大分ホームページ価格から10％OFFとなります。
※直接お電話でのご予約に限ります。
※満室の場合はご利用頂けません。

アートホテル大分、最大の宴会場。 様々なシーンにご対応可能のマルチな宴会場。

大分の街並みを眺めながら。 少人数の会食に最適。

最大200名収容の大宴会場「グランドホール」は、

様々な人数や形式にもご対応できる様、分割利用が可能です。

グランドホール����������

面積：331㎡　最大収容人数：200名

最大100名収容の宴会場「アートホール」は、

講演会や総会の会議利用はもちろん、懇親会のみのご用命も承ります。

アートホール��������

面積：155㎡　最大収容人数：100名

面積：102㎡　最大収容人数：70名 面積：22㎡　最大収容人数：10名

スカイホール��� ���� スカイルーム シエロ・ステラ��� ���������������

懇親会や同窓会・各種会議にご利用いただける宴会場です。 プライベート感溢れる個室で思い出に残るひとときをご提供いたします。



ART HALL
様々なシーンにご対応可能のマルチな宴会場。

- アートホール -

面積：155㎡　最大収容人数：100名

3分割可能

お料理のご予算 × ご人数でご利用頂けます。

＜ 室料の目安 ＞

ご宴会の場合｜無料●

会議の場合 ｜●

全スパンご利用の場合

分割でご利用の場合

21,450
7,150

税込円～
税込円～



GRAND H
アートホテル大分、最大の宴会場。

- グランドホール -

面積：331㎡　最大収容人数：200名

3分割可能

ALL お料理のご予算 × ご人数でご利用頂けます。

＜ 室料の目安 ＞

ご宴会の場合｜無料●

会議の場合 ｜●

全スパンご利用の場合

分割でご利用の場合

30,000
8,250

税込円～
税込円～



SKY HALL - スカイホール -

大分の街並みを眺めながら。

分割不可 / 同フロアに個室会場有り

面積：102㎡　最大収容人数：70名

お料理のご予算 × ご人数でご利用頂けます。

＜ 室料の目安 ＞

ご宴会の場合｜無料●

会議の場合 ｜●

スカイホールご利用の場合

個室をご利用の場合

14,300
5,000

税込円～
税込円～



お料理のご案内 秋の食材にこだわり、アートホテル大分の料理人たちが1品1品手作りで調理。
シェフの技巧と奥深い味わいが光る、アートホテル大分の自慢の料理をお楽しみください

１年間の締めくくりや始まりにふさわしい

忘年会・新年会はアートホテル大分で

でおもてなし



○ 前菜3種盛り

　 ・スモークサーモンのサラダ・蕪のファルシー・生ハムで巻いたグリッシーニ

○ 河豚のたたき

○ タルトカップのシーフードグラタン

○ まぐろのポアレ 玉葱の網焼き添え

○ 甘鯛のかぶら蒸し

○ 河豚の唐揚げ

○ 国産牛のすき焼き・うどん

○ ティラミスと彩りフルーツ

7,500 円
（税込）

2時間飲放題付き

国産牛、河豚に甘鯛。特別感溢れるの極上コース

－SPECIAL COURSE－スペシャルコース



（税込）
円6,500

2時間飲放題付き

○ 前菜3種盛り

     ・スモークサーモンのサラダ・蕪のファルシー・生ハムで巻いたグリッシーニ

○ 鮪、鯛、烏賊 御造り3種盛り合わせ

○ タルトカップのシーフードグラタン

○ ブリのグリエ カリフラワーとほうれん草のピュレ

○ 河豚白子の茶碗蒸し

○ アンコウの唐揚げ

○ 国産牛のすき焼き・うどん

○ みかんゼリーとホワイトチョコのガナッシュ

料理長こだわりの素材を活かしたシェフ一押しコース

－UPGRADE COURSE－アップグレードコース



（税込）
円5,500

2時間飲放題付き

○ 前菜3種盛り

　 ・スモークサーモンのサラダ・蕪のファルシー・生ハムで巻いたグリッシーニ

○ 鮪、烏賊、甘海老 　御造り３種盛り合わせ 

○ 鱈のソテー　ブールノワゼット

○ 湯葉の茶碗蒸し

○ アンコウの唐揚げ

○ 豚肩ロースのロティ 大根おろしソース

○ 鶏の釜飯・赤だし・香の物

○ チョコレートとコーヒーのムース

冬の食材をふんだんに使用した和洋会席コース

－STANDARD COURSE－スタンダードコース



ビールや焼酎はもちろん、ワイン・ハイボ
ール・ウイスキー・日本酒に梅酒まで。

※飲み放題料金は各コースに含まれております。充実の飲み放題

年末・年始の宴にふさわしい豊富な種類。
大分市内No.1 飲み放題バリエーション

2時間制

〇瓶ビール　 〇焼酎（芋・麦）　 〇ウイスキー　 

〇日本酒　　 〇ワイン（赤・白）　 〇梅酒　○炭酸水

〇ノンアルコールビール　〇オレンジ 　〇ウーロン茶

（税込） （税込） （税込）
7,500円 6,500円/ / 5,500円

本格和洋中卓盛コース

アートホテル大分和洋中それぞれの専属シェフが
お作りする本格卓盛コース

2時間飲放題付き

（税込） （税込）
2,200 円 ～ ～5,500 円ビュッフェスタイル弁当形式 会議時の昼食などに最適 着席・立食



※価格いずれもは税込です

あらゆるニーズに
対応可能な料理スタイル

お集まりの趣旨によって料理のスタイルも変わるもの。アートホテル大分では、全てのスタイルに対応し、
その会合に適したお料理をご提案させて頂きます。
パンフレットに記載のないご予算でも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

弁当 弁当

宿泊

テイクアウト
オードブル

テイクアウト

会議や研修会などのビジネスシーンでのお集ま
り時に人気があります。

ご宴会への参加前後は客室でごゆっくりお寛ぎ頂けます。2020年に全室改装済み。大分文化をデザインに取り入れた和モダンルームです。

職場内でのご宴会や会議後の配布用としてご
利用頂けます。

職場内での懇親会やテイクアウト弁当プラスも
う一品欲しい場合におすすめです。

10 ％
OFF

ご予算に応じてのお作りも可能です円 / /����� 円����� 円����� 円����� 円�����

2021

3.1 5.31
会議中のお食事 会議時のご昼食 職場内での宴会 職場内での宴会 ご自宅用社内会議

和洋
会席 卓盛 ビュッフェ

（立食/着席）

お料理のみ

1名様ずつお料理をご提供致します。ごゆっくり
とお食事をお楽しみ頂きたい宴席におすすめ。

大皿盛りでご提供致します。お席のご移動が多
い宴席に適するスタイルです。

多数の方との会話をお楽しみ頂きたい場合に
おすすめです。

円

円
�����
�����

お料理のみ 円

円
�����
�����飲み放題付き 飲み放題付き 飲み放題付き

詳細は
中面へ

ご予算は
応相談

ご予算は
応相談

お料理のみ 円 ～
～

～
～

～
～円

�����
�����

総会・会議後のご宴会

余興の多いご宴会祝賀会 祝賀会 二次会ご法要 接待席

交流会・懇親会 交流会・懇親会 同窓会・同期会

卒部式・卒団式

情報交換会 情報交換会

宴会場ご利用のお客様は宿泊10％OFFにてご利用頂けます。

※アートホテル大分ホームページ価格から10％OFFとなります。
※直接お電話でのご予約に限ります。
※満室の場合はご利用頂けません。

※価格いずれもは税込です



2021

3.1 5.31

｜宴会のご予約・お問い合わせ｜

大分県大分市都町2-1-7

TEL 097-538-8701　FAX 097-538-8702

TEL.097-534-8808

【駐車場】

ご宴会利用者用提携駐車場

・パーキング　ZOO　30分/100円

・セイワパーク　60分/200円

・都パーキング　40分/100円

・三清パーキング（NPC）　30分/200円

・パートナー（ジャングル公園前）

　30分/100円

にてご利用頂けます。

●JR大分駅中央口（北口）

   徒歩10分

●大分ICから車で15分 

●大分空港から車

　 または高速バスで60分 



Q&Aよくあるご質問

Q. コロナ対策（飛沫シールドや個別盛りに変更など）は有料ですか？　

A. 無料です。
　 当ホテルでご宴会・会議を行って頂く方全てがご利用頂けます。
　 ただし、飛沫シールドは十分な数をご用意していますが、予約状況によっては
　 不足する場合がございますので、事前にお問い合わせください。

Q. コロナ禍なので、少人数で宴会をしたいです。何名から利用できますか？

A. 個室宴会場は 4 名様からご利用が可能です。
　 それ以下の場合でも、レストランの個室をご案内させて頂きますので
　 お気軽にお問い合わせください。

Q. 予算に限りがあるのですが、いくらから利用できますか？

A. ご宴会場は 5,500 円（税込・飲放題付き）にて承ります。
　 それ以下のご予算をお考えの場合でも、お気軽にお問い合わせください。
　 ご予算に見合う形でのご提案が可能な場合がございます。

Q. 駐車場はありますか？

A. 提携の駐車場が 3 箇所ございます。
　 ご宴会利用の方は、サービス券のご提供ができる場合もございますので
　 お問い合わせください。
　 また、駐車場代と会議室料とセットになった大変お得なプランもございます。
　 詳しくはホームページのおすすめ情報「会議・講演会・展示会プラン」を御
　 覧ください。


