
【2022年お正⽉】家族の思い出に残る新年のお祝いを！VMG【2022年お正⽉】家族の思い出に残る新年のお祝いを！VMG
RESTAURANTが送る、お正⽉メニューご予約受付中！RESTAURANTが送る、お正⽉メニューご予約受付中！

ランチ・ディナーメニューの他に、お餅つき等のお正⽉イベントや新春アフタヌーンティー、おせちセットまランチ・ディナーメニューの他に、お餅つき等のお正⽉イベントや新春アフタヌーンティー、おせちセットま
で幅広くご⽤意。で幅広くご⽤意。

バリューマネジメント株式会社（本社：⼤阪府⼤阪市、代表：他⼒野 淳、以下当社とする。）が展開するグループブラバリューマネジメント株式会社（本社：⼤阪府⼤阪市、代表：他⼒野 淳、以下当社とする。）が展開するグループブラ

ンド「VMG HOTELS & UNIQUE VENUES」は、全国に展開する21の運営会場にて、2022年1⽉1⽇(⼟)〜1⽉3⽇(⽉)の3ンド「VMG HOTELS & UNIQUE VENUES」は、全国に展開する21の運営会場にて、2022年1⽉1⽇(⼟)〜1⽉3⽇(⽉)の3

⽇間、お正⽉特別メニューを販売いたしますのでお知らせします。⽇間、お正⽉特別メニューを販売いたしますのでお知らせします。

VMG HOTELS & UNIQUE VENUESのレストラン(以下、VMG RETAURANTS)は、伝統的建造物群保存地区に残る建造物

や国指定⽂化財を活かしたレストランです。そのまちや建物の歴史を背景としたコンセプトを⽣かしたレストランで、“

地産地消”をテーマにその⼟地の⾷材や名産を取り⼊れたお料理をご提供しています。歴史的・⽂化的価値の⾼いユニー

クな場所で、カテゴリーにとらわれない⾷体験を通し、その⼟地の歴史や⽂化を知ることで、時を越えた体験をご提供い

たします。

ご家族と。ご友⼈と。新春を寿ぐVMG RESTAURANTのお正⽉ご家族と。ご友⼈と。新春を寿ぐVMG RESTAURANTのお正⽉

  移動や外出をする機会が⼤きく減った昨今。帰省をしてご家族で集まって過ごすこと⾃体が貴重になっています。VMG

RESTAURANTSではそんな中でもご家族全員が安⼼安全に、そして今しかないご家族とのお時間を思い出深いものにして

いただけるよう、今年もお正⽉限定のコース料理をご提供いたします。

お正⽉ならではのお料理はもちろん、その⼟地ならではの⾷材を使い、地元らしさを感じるコースをご⽤意。また⼀部会

場ではお餅つきや振る舞い酒などのお正⽉を体感するイベントや新春を祝うアフタヌーンティーもご⽤意いたしました。

歴史建築をリノベーションした⾮⽇常空間で、⼀年のスタートを楽しくお祝いする時間をお過ごしください。

ポイント①新しい時代のお正⽉を祝う、限定ランチ・ディナーポイント①新しい時代のお正⽉を祝う、限定ランチ・ディナー

■例：⼤阪城⻄の丸庭園 ⼤阪迎賓館■例：⼤阪城⻄の丸庭園 ⼤阪迎賓館
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「APEC'95」のために建てられ、昨今ではG20の⼣⾷会にて各国の⾸脳をおもてなしした世界のVIPをお迎えする空間。

⻄の丸庭園の広⼤な庭を眺めるこの空間で、⼤阪産の⾷材を使ったフレンチをご⽤意。時代の流れを⾒つめる⼤阪城の側

で、優雅なひと時をお愉しみください。

＜⼤阪城⻄の丸庭園 ⼤阪迎賓館 お正⽉ランチコース＞

公式HP： https://www.osakacastle.jp/restaurant

ご利⽤⽇：2022年1⽉1⽇(⼟)〜1⽉3⽇(⽉)

価格：おひとり様10,000円(税・サービス料込)

ご予約・詳細： https://www.tablecheck.com/shops/osakageihinkan/reserve?

menu_items[]=5def12d45f6ddfeb72000b40

TEL：06-6136-8168

ポイント②ご家族で楽しい新年の思い出を刻む、お正⽉イベントポイント②ご家族で楽しい新年の思い出を刻む、お正⽉イベント

■例： LE UN 神⼾迎賓館■例： LE UN 神⼾迎賓館

 

https://www.osakacastle.jp/restaurant
https://www.tablecheck.com/shops/osakageihinkan/reserve?menu_items%5B=5def12d45f6ddfeb72000b40


施設の敷地内、芝⽣が広がる本館前「イングリッシュガーデン」」では、毎年恒例のお餅つきを開催。屋外の開放的な空

間で⾏うので、安⼼安全にご家族でお楽しみいただけます。お⾷事の前後など、ご家族のスケジュールに合わせて⾃由に

ご参加いただけます。ご家庭ではなかなか体験できない、お正⽉の⾵物詩をお楽しみください。

＜LE UN 神⼾迎賓館 お正⽉ランチ&ディナーコース＞

公式HP：https://www.vizcaya.jp/restaurant/

ご利⽤⽇：2022年1⽉1⽇(⼟)〜1⽉3⽇(⽉)

価格：ランチ 6,000円〜／ディナー 12,000円〜 ※いずれも税・サービス料込

ご予約・詳細： https://www.tablecheck.com/shops/le-un/reserve?menu_lists[]=617de6a80cb9a9002a604773

TEL：078-739-7600

＜お餅つきイベント＞

開催⽇：2021年1⽉1⽇(⼟)

時間：10:30〜／13:30〜／15:30〜

場所：LE UN 神⼾迎賓館 イングリッシュガーデン

参加費：無料

ポイント③ご友⼈と贅沢にお正⽉を満喫する、新春アフタヌーンティーポイント③ご友⼈と贅沢にお正⽉を満喫する、新春アフタヌーンティー

■例：平安神宮会館■例：平安神宮会館

https://www.vizcaya.jp/restaurant/
https://www.tablecheck.com/shops/le-un/reserve?menu_lists%5B=617de6a80cb9a9002a604773


約⼀万坪の国指定名勝庭園「神苑」に隣接する、平安神宮会館。庭園を⼀望するロビーラウンジで、京都らしさを感じる

アフタヌーンティーをお愉しみいただけます。またお正⽉限定で、アフタヌーンティーのお⾷事に追加で、お正⽉を祝う

シェフの⼀⽫をご⽤意。サンフランシスコ発のティーブランド「Mighty Leaf」のオーガニックティーと共に優雅なひと

時をお過ごしください。

＜平安神宮会館 新春アフタヌーンティー＞

公式HP：https://www.heianjingu.com/party/afternoontea/

ご利⽤⽇：2022年1⽉1⽇(⼟)〜1⽉3⽇(⽉)

価格：5,000円(税・サービス料込)

ご予約・詳細： https://www.tablecheck.com/shops/le-un/reserve?menu_lists[]=617de6a80cb9a9002a604773

対象会場⼀覧・特設ページ対象会場⼀覧・特設ページ

▼2022年お正⽉ 特設ページはこちら▼2022年お正⽉ 特設ページはこちら

https://www.vmg.co.jp/restaurants/newyear/

＜北海道・関東地⽅＞

■LE UN NIPPONIA HOTEL 函館 港町（北海道/函館）■LE UN NIPPONIA HOTEL 函館 港町（北海道/函館）

プラン詳細・ご予約 https://www.tablecheck.com/shops/vmg-hakodate/reserve

公式HP https://www.vmg-hakodate.com/#restaurant-section

※ディナーのみのご予約となります

お電話でのお問合せ 0120-210-289

■THE GRAND 47(東京都/銀座)■THE GRAND 47(東京都/銀座)

プラン詳細・ご予約 https://www.tablecheck.com/ja/shops/the-grand47/reserve?fpc=129.9.365.e0946054c1b0

06bR.1659750859000

公式HP https://www.grandginza.com/grand47/

お電話でのお問合せ 03-6280-6129

■銀座 極-KIWAMI-(東京都/銀座)■銀座 極-KIWAMI-(東京都/銀座)

プラン詳細・ご予約 https://www.tablecheck.com/ja/shops/kiwami/reserve?fpc=129.9.365.e0946054c1b006bR.

1659750859000
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公式HP https://www.grandginza.com/kiwami/

お電話でのお問合せ 03-6263-9741

■佐原商家町ホテル NIPPONIA(千葉/佐原)■佐原商家町ホテル NIPPONIA(千葉/佐原)

プラン詳細・ご予約 https://www.tablecheck.com/shops/nipponia-sawara/reserve

公式HP https://www.nipponia-sawara.jp/restaurant/

お電話でのお問合せ 0120-210-289

＜中部・近畿地⽅＞

■NIPPONIA HOTEL 伊賀上野 城下町(三重県/伊賀)■NIPPONIA HOTEL 伊賀上野 城下町(三重県/伊賀)

プラン詳細・ご予約 https://www.tablecheck.com/ja/shops/vmg-igaueno/reserve

公式HP https://www.vmg-igaueno.com/

お電話でのお問合せ 0120-210-289

■NIPPONIA HOTEL 奈良 ならまち(奈良/ならまち)■NIPPONIA HOTEL 奈良 ならまち(奈良/ならまち)

プラン詳細・ご予約 https://www.tablecheck.com/shops/naramachistay/reserve?_ga=2.149416886.122074848.

1636712646-1185562211.1636712646

公式HP https://www.naramachistay.com/dining/

お電話でのお問合せ 0120-210-289

■⼤阪城⻄の丸庭園 ⼤阪迎賓館(⼤阪/⼤阪城)■⼤阪城⻄の丸庭園 ⼤阪迎賓館(⼤阪/⼤阪城)

プラン詳細・ご予約 https://www.tablecheck.com/shops/osakageihinkan/reserve?menu_items[]=5def12d45f6ddf

eb72000b40

公式HP https://www.osakacastle.jp/restaurant

※ランチのみの開催となります

お電話でのお問合せ 06-6136-8168

■LE UN 鮒鶴京都鴨川リゾート(京都/⽊屋町)■LE UN 鮒鶴京都鴨川リゾート(京都/⽊屋町)

プラン詳細・ご予約 https://www.tablecheck.com/shops/funatsuru/reserve?menu_lists[]=5fa9377fe1ce4f0015b0

9ff1

公式HP https://www.funatsuru.com/restaurant/

お電話でのお問合せ 075-351-8541

■LE UN アカガネリゾート京都東⼭1925(京都/東⼭)■LE UN アカガネリゾート京都東⼭1925(京都/東⼭)

プラン詳細・ご予約 https://www.tablecheck.com/shops/arkh-dining/reserve?menu_lists[]=5fa937cd79c7bd17f0

15ae05

公式HP https://www.arkh.jp/restaurant/dining/

お電話でのお問合せ 075-551-3633

■⾼台寺 極-KIWAMI-(京都/東⼭)■⾼台寺 極-KIWAMI-(京都/東⼭)

プラン詳細・ご予約 https://www.tablecheck.com/shops/arkh-kiwami/reserve

公式HP https://www.arkh.jp/restaurant/kiwami/

お電話でのお問合せ 075-551-3122

■Salon de KANBAYASHI 上林春松本店(京都/東⼭)■Salon de KANBAYASHI 上林春松本店(京都/東⼭)

プラン詳細・ご予約 https://www.tablecheck.com/shops/arkh-dining/reserve

公式HP https://www.salondekanbayashi.com/

お電話でのお問合せ 075-551-3633

■平安神宮会館(京都/岡崎)■平安神宮会館(京都/岡崎)
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プラン詳細・ご予約 https://www.tablecheck.com/shops/heianjingu/reserve?_ga=2.103865536.1935288985.16

33942905-991605469.1633942905

公式HP https://www.heianjingu.com/

お電話でのお問合せ 075-708-2351

■LE UN 神⼾迎賓館(神⼾/須磨)■LE UN 神⼾迎賓館(神⼾/須磨)

プラン詳細・ご予約 https://www.tablecheck.com/shops/le-un/reserve?menu_lists[]=617de6a80cb9a9002a6047

73

公式HP https://www.vizcaya.jp/restaurant/

お電話でのお問合せ 078-739-7600

■LE UN 篠⼭城下町ホテル NIPPONIA(兵庫/丹波篠⼭)■LE UN 篠⼭城下町ホテル NIPPONIA(兵庫/丹波篠⼭)

プラン詳細・ご予約 https://www.tablecheck.com/ja/shops/sasayamastay/reserve?fpc=113.10.365.c6ef05c5d70

0944Y.1647675484000

公式HP https://www.sasayamastay.jp/restaurant/

お電話でのお問合せ 0120-210-289

■LE UN オーベルジュ豊岡1925(兵庫/豊岡)■LE UN オーベルジュ豊岡1925(兵庫/豊岡)

プラン詳細・ご予約 https://www.tablecheck.com/ja/shops/toyooka1925/reserve

公式HP https://www.1925.jp/restaurant

お電話でのお問合せ 0120-210-289

■LE UN ⽵⽥城 城下町 ホテル EN(兵庫/⽵⽥)■LE UN ⽵⽥城 城下町 ホテル EN(兵庫/⽵⽥)

プラン詳細・ご予約 https://www.tablecheck.com/ja/shops/takedacastle/reserve

公式HP https://www.takedacastle.jp/restaurant

お電話でのお問合せ 0120-210-289

＜四国・九州地⽅＞ 

■LE UN NIPPONIA HOTEL ⽵原 製塩町(広島/⽵原)■LE UN NIPPONIA HOTEL ⽵原 製塩町(広島/⽵原)

プラン詳細・ご予約 https://www.tablecheck.com/shops/nipponia-takehara/reserve?fpc=129.9.365.e0946054c1

b006bR.1659750859000&_ga=2.96371612.1400663271.1636713437-18523205.1636713437

公式HP https://www.ozucastle.com/restaurant/

お電話でのお問合せ 0120-210-289

■LE UN NIPPONIA HOTEL ⼤洲 城下町(愛媛/⼤洲)■LE UN NIPPONIA HOTEL ⼤洲 城下町(愛媛/⼤洲)

プラン詳細・ご予約 https://www.tablecheck.com/ja/shops/ozucastle/reserve?_ga=2.239168004.682483016.16

36713470-1020349053.1636713470

公式HP https://www.ozucastle.com/restaurant/

お電話でのお問合せ 0120-210-289

■LE UN HOTEL CULTIA 太宰府(福岡/太宰府)■LE UN HOTEL CULTIA 太宰府(福岡/太宰府)

プラン詳細・ご予約 https://www.tablecheck.com/shops/cultia-dazaifu/reserve?_ga=2.185077481.158812455.1

636713543-798945773.1636713543

公式HP https://www.cultia-dazaifu.com/restaurant/

お電話でのお問合せ 0120-210-289

■LE UN NIPPONIA HOTEL ⼋⼥福島 商家町(福岡/⼋⼥)■LE UN NIPPONIA HOTEL ⼋⼥福島 商家町(福岡/⼋⼥)

プラン詳細・ご予約 https://www.tablecheck.com/shops/yame-fukushimastay/reserve?_ga=2.168178657.17940

37775.1636713508-1285542797.1636713508

公式HP https://www.yame-fukushimastay.com/restaurant/
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お電話でのお問合せ 0120-210-289

感染症対策について感染症対策について

VMG RESTAURANTSでは、これからのwith コロナ時代でも安⼼して施設をご利⽤いただくため、「⾶沫感染」「接触感

染」防⽌、「３つの密」の回避、および衛⽣管理の徹底のため、以下の対応策を⾏っております。

会場の衛⽣管理について会場の衛⽣管理について

・複数の⽅が触れる場所(ドアノブやエレベーターのボタン等、館内共⽤部)を1時間ごとを⽬安に除菌・消毒を⾏ってお

ります。

・テーブル・椅⼦などご利⽤ごとに消毒もしくはテーブルクロスの張り替えを⾏っております。

・⾷器類やカトラリーの⾼温洗浄、提供前の除菌の徹底を⼼がけております。

・ご覧いただくメニューブックを都度消毒しております。

会場内の3密回避に関して会場内の3密回避に関して

・混雑が予測されるお⽇にちは、お客様のご来店時間の予約時の段階で調整させていただく場合がございます。

・ご来店・お会計時など密集を⽣みそうな場合は、スタッフより随時ご案内させていただき、密集を避け、対⼈距離(社

会的距離)の確保を保たせていただきます。

・パブリックスペース、レストラン、個室等の換気の実施、ご利⽤中の扉開閉による空気の⼊れ替えをこまめに⾏ってお

ります。

・⼀部、エレベーター設置の会場につきましては、収容⼈数を通常の半分でのご利⽤をお願いしております。

従業員の健康管理従業員の健康管理

出社時の検温(37.5度のみ出社可)と記録、および体調不良者の⾃宅静養を徹底しております。

・出社時や勤務時には頻繁に⼿洗い・うがいをするよう徹底管理しております。

・お客様の安全のため、出退勤時並びに勤務中はマスクもしくはフェイスシールドを着⽤しております。

・ユニフォームは使⽤毎にクリーニングしております。

・濃厚接触者等、感染及び感染可能性のあるスタッフは14⽇間の⾃宅待機を徹底しております。

・万が⼀の感染者発⽣においては、濃厚背職者を特定して⾃宅待機とし、保健所と相談の上、速やかに消毒等の措置を実

施いたします。

ご提供するお料理への⼯夫ご提供するお料理への⼯夫

・上記記載の従業員の健康管理について、同様の対応もしくはそれ以上に従業員の健康管理を徹底されているパートナー

企業様より⾷材や備品供給を⾏い、外囲部からの感染拡⼤リスクの低減を試みております。

・デザートビュッフェなどビュッフェ形式のご提供は、⼀⼈ずつ取り分けられるように⼩⽫に盛り込んでご提供いたしま

す。また取り分けが必要なものにつきましては⾶散防⽌フィルムをお料理・デザートにおかせていただきます。

・取り分け⽤トングはこまめに除菌・消毒を⾏っております。

▼詳細はこちら

https://www.vmg.co.jp/news/res-covid19/?fpc=124.9.365.01b1bdc2ae7c660A.1661509948000

VMG HOTELS & UNIQUE VENUESについてVMG HOTELS & UNIQUE VENUESについて

「まだ⾒ぬ時と出会う場所」をコンセプトに、当社が運営する歴史的建造物を利活⽤したホテルとユニークべニューの新

しいブランドとして位置づけ、地域に息づく歴史や⽂化に触れる体験と、究極の個別化されたおもてなしの提供により、

⼼の豊かさに気づける機会の提供を⽬指します。

ブランドサイト：https://www.vmg.co.jp/

■当社について

「⽇本の⽂化を紡ぐ」をテーマに、⽂化財などの歴史的建造物やまち並みを宿泊施設・レストラン・結婚式などの事業で

施設再⽣し、後世に残す取り組みを⾏っています。現在、関⻄を中⼼に24の施設を運営しており、これまで再⽣させた

https://www.vmg.co.jp/news/res-covid19/?fpc=124.9.365.01b1bdc2ae7c660A.1661509948000
https://www.vmg.co.jp/


施設は30か所を超えました。

会社名  ： バリューマネジメント株式会社

設⽴   ： 2005年2⽉14⽇

代表取締役： 他⼒野 淳        

資本⾦  ： 3,000万円

所在地  ： ⼤阪府⼤阪市北区⼤深町4番20号 グランフロント⼤阪タワーA 17階

事業内容 ： 事業再⽣コンサルティング事業・新規事業開発⽀援・事業運営(ウエディング会場、宿泊施設の経営・運

営)

売上       ： 59.5億（2020年12⽉期）

従業員数   ： 881名（パート・アルバイト含む）

URL       ： https://www.vmc.co.jp/

 

 

当プレスリリースURL

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000207.000018871.html

バリューマネジメント株式会社のプレスリリース⼀覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/18871

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

バリューマネジメント株式会社 広報担当

メールアドレス：press@vmc.co.jp 

https://www.vmc.co.jp/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000207.000018871.html
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/18871
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