
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SHIROYAMA HOTEL kagoshima（鹿児島市／城山観光株式会社 代表取締役社長：東 清三郎）は、  

令和最初の大晦日から三が日にかけて、家族や大切な方とご一緒に「日本のお正月」をお楽しみいただける 

多彩な催しを取り揃えました。新春を喜ぶ祝い酒、琴演奏、おみくじコーナー、お子様から体験できる書き初め

や餅つき大会、縁起物の獅子舞やちんどん屋もご覧いただけます。お料理は、ホテル自慢の和・洋ビュッフェに、 

おせちなどを含めた「新春朝食ビュッフェ」、「新春ビュッフェ（ディナー＆ランチ）」をご用意いたしました。 

 伝統的な和の文化を次世代へ伝え楽しむ、華やかな日本のお正月をホテルでお迎えいただけます。 

 

 

 

 

 

＜大晦日イベントのご案内＞ 

 

 

 

 

 

 

＜お正月イベントのご案内＞ 

■新春初売り お楽しみ福袋の販売 

【店舗】 メゾン ド ファヴール（1階） ※限定 100セット 

      ファヴールの人気商品  1袋 2,000円 （税別） 

【店舗】 薩摩美味 玉撰（1階） ※限定 50セット 

      さつま揚げセット  1袋 2,000円 （税別） 

 

【販売期間】 2020年 1月 1日（水）～1月 3日（金） 

※数量限定の為、無くなり次第終了とさせていただきます 
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■年越しそば 

【開催日】 2019年 12月 31日（火） 

【時  間】 21：00～23：00（22:30 最終受付） 

【会  場】 レインボー（4階） 

【料  金】 1,000円（税込） ※要予約 

※50食限定 お早めにご予約ください 

■カウントダウンパーティー 

2020年幕開けを花火などの演出でお祝いします。 

【開催日】 2019年 12月 31日（火） 

【時  間】 23：50～24：20 

【会  場】 噴水広場（4階） 

【料  金】 無料 ※どなたでもご参加いただけます 

 

【年末年始イベント】   2019年 12月 31日（火）～2020年 1月 3日（金） 

【SHIROYAMA ニューイヤーコンサート 2020】   2020年 1月 5日（日） 

 

 

ホテルで体験する「日本のお正月」 
新春を祝う文化を次世代へ伝え楽しむ、多彩な催しを開催 

 

 

 



 

■新春朝食ビュッフェ 

通常の朝食ビュッフェメニューに加え、新春にふさわしい 

お料理・食材をご用意しております。 

 

【開催日】 2020年 1月 1日（水）～1月 3日（金） 

【内  容】 新春を祝う特別和・洋ビュッフェ 

【料  金】  大人・中高生 4,100円（税込）  

 小学生 1,600円（税込）  

 幼児 800円（税込）※2歳以下無料 

 

＜ご宿泊のお客様＞ 

【時 間】 6:30～11:00（10:30 受付終了） 

【会 場】 エメラルド（4階） 

 

 

＜ご来館のお客様＞ ※日毎に会場が異なります 

【時 間】 6:30～10:30（10:00 受付終了） 

【会 場】 1月 1日（水） クリスタルガーデン（2階） 

 1月 2日（木）  レインボー（4階） 

 1月 3日（金）  エメラルド（4階） 

 

■新春ビュッフェ ディナー&ランチ ※予約制 

お正月にふさわしい、目にも鮮やかなおせち料理をはじめ、 

ホテル自慢の和・洋ビュッフェをお楽しみいただけます。 

お寿司や天ぷら、ステーキなど、ホテルの料理人が実演 

するコーナーもご用意しました。 

 

※好評につき、「ディナー」は 2日（木）が、 「ランチ」は両日 

  満席となりました 

 

＜ディナー＞ ※2日（木）が満席となりました 

【開催日】 2020年 1月 1日（水）・2日（木） 

【時  間】 OPEN / 18：00～ CLOSE / 21：00  

       ※事前予約をされる際は 18：00～ 

 （30分毎にご予約）19：30受付終了 

【会  場】 ルビー（5階） 

【内  容】 おせち料理 和・洋ビュッフェ 

      ソフトドリンク付き 

  ※アルコールは別料金です 

【料  金】 大人・中高生 8,000円（税別） 

 小学生 4,000円（税別） 

 幼児 1,000円（税別）※2歳以下無料 

 

＜ランチ＞ ※両日満席となりました 

【開催日】 2020年 1月 1日（水）・2日（木） 

【時  間】 OPEN / 12：00～ CLOSE / 15：00  

       ※事前予約をされる際は 12：00～ 

 （30分毎にご予約）13：30受付終了 

【会  場】 ルビー（5階） 

【内  容】 おせち料理 和・洋ビュッフェ 

      ソフトドリンク付き  

 ※アルコールは別料金です 

【料  金】 大人・中高生 4,800円（税別） 

 小学生 2,400円（税別）  

 幼児 1,000円（税別）※2歳以下無料 



 

 

■その他 正月三が日開催の施設・イベント 

 

 

1日 2日 3日

① 新春餅つき大会 ● ● ● 10:30／15:30 メインロビー（4階） お客様参加型の餅つき大会です。

② 新春獅子舞 ● ● 13:00～（約15分間） バンケットロビー（1階）
お囃子に乗って踊り出す獅子舞

が、新春を祝います。

③
ちびっこ

新春書き初めコーナー
● ● 10:00～12:00／14:00～16:00 カトレア（4階）

ご家族で一緒に書き初めを

お楽しみいただけます。

④ 新春将棋体験コーナー ● ● ● 10:00～12:00／14:00～16:00 カトレア（4階）
子供からお年寄りまで、日頃の

腕試しに。

⑤ 祝い酒コーナー ● ● ● 10:30～16:00
メインロビー（4階）

バンケットロビー（1階）

おめでたいお正月に香り豊かな

樽酒をご用意。

⑥ ロビーコンサート ● 17:00～17:45 メインロビー（4階）
優雅な調べと、上質なひとときを

お楽しみください。

⑦ おみくじコーナー ● ● ● 終日 メインロビー（4階） 今年の運勢をおみくじで占えます。

⑧ キッズランド ● ● ●
【輪投げコーナー】 9:00～21:00

【射的コーナー】9:00～12:00／13:00～16:00
オーキッド（4階）

ちびっこが遊具を使って遊べる

スペースです。

⑨ 琴演奏コーナー ● ● ● 11:30～12:00 バンケットロビー（1階）
優雅な雰囲気の中にめでたさを

奏でます。

⑩ 花文字コーナー ● ● ●
＜1日＞   10:00～12:00／13:00～16:00

＜2・3日＞10:00～12:00／15:00～16:00
バンケットロビー（1階）

好きな文字を「花文字」に

描きます。

⑪ 二胡の演奏 ● ● ●

【バンケットロビー】

＜1日・2日＞14:30～＜3日＞13:30～

【メインロビー】

＜1日・2日＞16:00～＜3日＞15:00～

バンケットロビー（1階）

メインロビー（4階）

中国の伝統楽器「二胡」の演奏

をお楽しみください。

⑫ ちんどん屋 ● ● ●

＜1日・2日＞

11:00、13:30、15:00、16:30

＜3日＞11:00、12:30、14:00

1階～4階

カラフルでポップな衣装の

ちんどん娘が、賑やかに館内を

練り歩きます。

日程　
内容場所時間イベント名



 

■SHIROYAMA ニューイヤーコンサート 2020  

～城山プレジールオーケストラと華麗なるミュージカルの世界～ 

SHIROYAMA HOTEL kagoshimaオリジナル編成の「城山プレジールオーケストラ」とミュージカルをお楽しみ

いただけるディナーショーです。各地で活躍している鹿児島県出身の音楽家たちによる演奏と、ホテル総料理長

が丹精込めたフルコースディナーとのシンフォニーで 2020年の幕開けを彩ります。 

 

【開催日】 2020年 1月 5日（日）  

【時 間 】  受付・カクテルタイム：17：00～  

 コンサート：17：30～ ／ ディナー：18：30～  

【会 場 】  エメラルド（4階）  

【料 金 】  お一人様 23,000円（料理・飲物・税・サービス料込） 

【内 容 】  <料理> 洋食フルコース  

 <ドレスコード> カジュアルフォーマル  

【演 目 】 「レ・ミゼラブル」、「キャッツ」、「美女と野獣」、「アラジン」、「オペラ座の怪人」等、 

  有名ミュージカルのハイライトシーンをお届けいたします。  

【出演者】 阿川 建一郎、大山 大輔、関口 三千香、井来 健吾、吉良 茉由子、竹原 久美子、 

 丸山 真矢、山下 麗奈、山﨑 勇太（指揮） 

※全席指定席となります。 ※未就学児の入場はお断りさせていただきます。 

※やむを得ぬ事情により曲目・出演者等を変更又は中止する場合がありますので、ご了承ください。  

 

＜お客様からのお問い合わせ先＞ 

SHIROYAMA HOTEL kagoshima 0570-07-4680 

＜本リリースに関する報道関係者様からのお問い合わせ先＞ 

SHIROYAMA HOTEL kagoshima  企画広報部 担当：岩本 

TEL：099-224-2212  E-mail：iwamoto@shiroyama-g.co.jp 

PR事務局 （株）トランスミッション   担当：菅森 

Mobil：090-8851-8830／TEL：03-6802-8048／FAX：03-6802-8239／E-mail：smasumi@rr.iij4u.or.jp 


