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三田ホテル（所在地：兵庫県三田市、総支配人：若山 智）は、「2018サンダビアガーデン 

“セブンス”」を当館 2階「トレシェーナテラス」にて 2018年 5月 11日（金）から開催しま

すのでお知らせします。 

 

当館は 2018 年 4 月 1 日で開業 7 周年を迎えます。毎年同時期にビアガーデンを開催してま

いりましたが、今年は 7周年にちなんで“7つのお楽しみ”がプラスされたビアガーデン「2018

サンダビアガーデン“セブンス”」を企画しました。40 種類以上のバイキングメニューが並ぶブ

ッフェレストラン「トレシェーナ」のほか、「シェフズグリル」で提供する料理も食べ放題でご

利用いただけます。また、生ビールをはじめ、フローズン生ビール、ワイン、カクテルなど 50

種のドリンクも飲み放題になっています。加えて、ご飲食の時間を楽しく演出するショーなど、

“7つのお楽しみ”でお客さまをおもてなしします。また、5月～6月は女性に限り通常料金の

半額になる「レディースデイ」を実施し（一部対象外日程あり）、よりお得にお楽しみいただく

ことができます。 

 

■「2018サンダビアガーデン“セブンス”」7つのお楽しみ 

（1）40種以上の料理が食べ放題 

（2）50種のドリンクが飲み放題 

（3）大人通常料金から 800円割引の前売り券 

（4）ファイアーフィナンシェ実演 土日祝限定 

（5）サンバナイト ※フェスタ期間中計 19回 

（6）ドラァグクイーンナイト ※フェスタ期間中計 7回 

（7）バリダンスナイト ※フェスタ期間中計 8回 

 

 

シェフズグリルは 5～6 月、7～8 月、9 月の 3 回に分け、テーマを変えて料理を提供します。

また、お盆期間を含めて営業時間内であれば時間制限を設けていませんので、ごゆっくりとご飲

食やショーをお楽しみいただくことができます。 

以 上 

   

  ＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

三田ホテル 営業企画 広報担当 亀井強司 

 TEL.:079-564-1101  FAX.:079-564-1107   

e-mail: tsuyoshi_kamei@sanda-hotel.com 

 

 

 

 

開業７周年に７つのお楽しみ 

「2018 サンダビアガーデン“セブンス”」を開催  
 ２０１８年５月１１日（金）～９月２４日（月・祝） 

 

シェフズグリル料理 ※イメージ 



 

 

１．「2018サンダビアガーデン“セブンス”」概要 

 

 

 

 

 

 

 

【開催期間】2018年 5月 11日（金）～ 9月 24日（月・祝） 

【営業時間】 午後 6時 30分～午後 9時 30分 

（ラストオーダー午後 9時、ラストイン午後 8時 30分） 

【 会 場 】『三田ホテル』2階「トレシェーナテラス」  

      ※テーブル席 120席とＢＯＸ席 30席 (別途 1ＢＯＸ席あたり税別 1,000円) 

【 料 金 】大人（20歳～     ）  4,700円（税・サ込み)  

中人（13歳～19歳）  3,500円（税・サ込み） 

小人（ 4歳～12歳）  2,000円（税・サ込み） 

【７つのお楽しみ】 

（1） 40種以上の料理が食べ放題  

①ブッフェレストラン「トレシェーナ」のバイキング料理  

     ピッツア、ローストビーフ、天ぷら、スパゲッティ、サラダ、お寿司、フライドポ

テト、フルーツ、デザートまで計 40種以上のメニュー   

※時期によりメニューは異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②シェフズグリルの料理 

      2018年 5月 11日（金）～6月 30日（土） 

       温野菜（冷製バーニャカウダ）、あさりの白ワイン蒸し、 

熱々土鍋おでん、グリルビーフ（牛脂注入肉・フラン 

※画像はイメージです。 

※画像はイメージです。 



 

ベ実演）、BBQチキン（丸鶏） 

      2018年 7月 1日（日）～8月 31日（金）  

温野菜（冷製バーニャカウダ）、飲茶、野菜たっぷり焼  

きそば（塩ガーリック味）、グリルビーフ（牛脂注入肉・フランベ実演）、シャルキ 

ュトリーグリル 

2018年 9月 1日（土）～9月 24日（月・祝） 

       温野菜（冷製バーニャカウダ）、たこ焼き、こだわり湯豆腐、グリルビーフ（牛脂 

       注入肉・フランベ実演）、とろ～りチーズのハンバーググラタン 

 

（2）50種のドリンクが飲み放題  

＜ビール＞キリン一番搾り生ビール、キリンスタウト（黒）、 

フローズン生、レーベンブロイ 

 ＜ウィスキー＞ブラックニッカ氷点下のハイボール 

＜ワイン＞スパークリングワイン（赤・白）、ワイン（赤・白） 

＜酎ハイ＞レモン、梅、カルピス、エナジー、グレープフル 

ーツ、ウーロン茶 

＜その他＞キリンハードシードル、焼酎（芋・麦）、ソフトド 

リンク 33種 

 

【協 賛】キリン株式会社、コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社、株式会社ドラ 

フトワイン・システム 

 

（3）前売り券販売 

販売期間：2018年 3月 1日（木）～6月 30日（土）まで 

販売場所：三田ホテルフロント、トレシェーナにて 

販売料金：3,900円（税サ込み）通常価格より 800円割引 ＊大人のみ販売  

前売り券の半券は「サンキューセプテンバー」として 2018年 9月 1日（土）～9月 

23日（日）の期間、1枚で 4名様まで通常大人料金の半額券としてご利用可能です。 

  

（4）ファイアーフィナンシェ実演 

土日祝限定で井桁に組んだ棒状のフィナンシェをフラン 

ベします。香ばしく焼けたフィナンシェをどうぞお召し   

上がりください。 

開催日：毎週土日と祝日 

料 金：無料 

      ※雨天中止 



 

 

（5）サンバナイト 

出演者：フェジョン・プレット 工藤めぐみほか 

開催日：フェスタ開催期間中の毎週水曜日 計 19回 

料 金：無料 

       ※雨天中止 

 

 

 

（6）ドラァグクイーンナイト（男性が女性の姿で行なうパフォーマンス） 

出演者：ナジャ・グランディーバと仲間たち 

開催日：5月 14日（月）、5月 28日（月）6月 25日（月）、 

7月 23日（月）、8月 27日（月）、9月 10日（月）、 

9月 24日（月・祝）計 7回 

料  金：当日通常料金をお支払いいただいたお客さまは無料。 

前売り券をご利用の方は別途 800円をいただきます。 

     ※雨天時はトレシェーナ店内で開催 

     

 

（7） バリダンスナイト  計 8回 

     開催日：フェスタ開催期間中の毎月第 2・第 4金曜日 計 8回 

             5月 25日（金）、 6月 8日（金）、  

6月 22日（金）、 7月 13日（金）、 

7月 27日（金）、 8月 10日（金）、 

8月 24日（金）、 9月 14日（金）  

料 金：無料 

       ※雨天中止 

 

 

◎女性限定特典 

レディースデイ（女性限定半額料金）  

2018年 5月 11日（金）～6月 30日（土）の期間は、女性に限り、通常大人料金の 

半額料金 2,350円（税サ込み）でご利用いただけます。 

※大人のみ有効 

        ※対象除外日：2018年 5月 14日（月）、5月 28日（月）、6月 25日（月） 

 

 

 

サンバダンサー 工藤めぐみ 

 

 

 

バリダンス 

ナジャ・グランディーバ 

 

 

 



 

 

2.「三田ホテル」について                                                         

  “あしたも、会いたくなるホテル”をスローガンに、兵庫県三田市の地域に根ざしたコミュニ

ティホテルです。神戸と大阪の間に位置し、利便性のみならず豊かな自然に恵まれています。

周辺には「北摂三田テクノパーク」「神戸三田プレミアムアウトレット」「神戸フルーツフラ

ワーパーク」など観光スポットやゴルフコースも多く、観光・レジャーの拠点としてご利用い

ただけます。館内には個性豊かな4つのレストランがあり、旬の食をお楽しみいただけます。ま

た、チャペルやバンケットホールも備え、ライフステージごとの多様なニーズにお応えします。 

【 所 在 地 】 兵庫県三田市けやき台１－１１－２ 

【 施 設 規 模 】 客室数：130室  収容人数：208名 

【 料 飲 施 設 】 ブッフェレストラン、鉄板焼、日本料理、カフェ＆バーラウンジ 

【その他施設】 バンケットホール、チャペル、神前式場 

【交通アクセス】 ・神戸電鉄「ウッディタウン中央」駅徒歩約１分  

・JR「新三田」駅より車で約 5分 

・中国自動車道・神戸三田 ICより車で約 5分 

【 U R L 】 http://www.sandahotel.jp 

【 電 話 番 号 】 079-564-1101 

【 運 営 会 社 】 三田ホテルマネジメント株式会社 

 

外観 客室 


