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■黄色が営業日です。 ×の日で2階の会場等が空いている場合は、貸切のみで営業させて頂きます。（要予約・お気軽にお電話ください）■サンプラザ：結婚式・宴会場・各種会議  ■飲食店：まるこぽーろ・すいごう・花月・フォンテーヌ・仲乃家  ■サンプラザボウリング場
■サンプラザ栃木保険センター　■自動車教習所（県公安委員会指定）：栃木自動車教習所・壬生自動車学校

6月26日は18時から

■会場の都合により、上記開催日以外に休館させていただく場合がございます。大人数でのご来館の際はお電話にてご予約ください。 

カミシマ栃商

栃木自動車
教習所

西中 商工会議所バ
イ
パ
ス

栃木駅
至足利

それいゆホールディングスグループ

120分　　  　　　　　　　  放題!飲み 食べ&

最大600名様収容可

大型駐車場300台可

栃木駅より徒歩5分

無料送迎20名様より

とちぎドローンスクール
受講生募集中！！

栃木県下都賀郡壬生町の壬生自動車学校が運営するドローンスクール

栃木県下都賀郡壬生町安塚1210  TEL.0282-86-3115

0120-20-5711
株式会社 サンプラザコーポレーション
TEL 0282-23-5711㈹   FAX 0282-23-8553

笑顔サンプラザHPは一発検索 検索

〒328-0053栃木県栃木市片柳町2丁目2番2号

とちぎドローンスクール 検索

JUIDA 認定校

2020.5.29●金~9.26●土
17:30-22:00 [最終入店20:00 ]

サンプラザフードコート

■1 入場前に手の消毒をお願いいたします ■2 料理はスタッフがお取りいたします ■3 換気扇を稼働させます

3密を避け、お客様の安全と安心を確保

コロナウィルス対策：衛生面に一層の注意をし、営業しております。

1時間延長：1,000円

中高生：3,000円  小学生：2,000円  幼児：500円
4,000円男性 3,500円シルバー 3,000円女性

20人以上で貸切も可能：お部屋代としてお1人様 　500円プラス

5月29日 オープニングイベント

    余 興 　 抽選会
3時間飲み&食べ放題

5月・6月中のご来場者限定
お一人1枚フードコート専用の
500円金券プレゼント！！

各月イベント19時から開催

第2・第4金曜日
12日・26日6月

余　興

10日・24日7月

第1・第3水曜日 抽選会
  3日・17日6月   1日・15日7月

※前売り券との併用可、金券の換金不可。

お客様からご注文を受け、ホールスタッフがお料理をお渡しします。

コロナウイルス対策のため

フェイスブックにて、イベントや開催日などの最新情報を発信  「サンプラザ フェイスブック」で検索！

前売券販売中！！：500円11枚綴り5,000円 　500円お得！！

500円割引券
SUNPLAZA BEER HALL 2020

お1人様

株式会社サンプラザコーポレーション

01 20-20-5711
担当者

2020年5月29日●金～9月26日●土まで開催！

●お1人様1枚のご利用となります。 ●前売り券
との併用もできます。●中高生・小学生・幼児は

対象外となります。

ライブキッチン

サイコロステーキや、お寿司、天ぷら、焼き物などなど
内容はその日によって異なります。

会場内でお持ち帰り用の料理の販売を致します。
料金は別途頂戴いたします。

テイクアウト



1,650円

ボウリング3ゲーム 貸しシューズ ジュース

一　般
・
大学生

通常料金/一般：2,297円・大学生：2,132円

お1人様
[税込] 1,485円

幼　児～

高校生

通常料金/幼児～高校生：1,802円

お1人様
[税込]

地域1番の得々プラン

プレミアム率20%

3ゲームプラン
TEL.0282-24-8053
サンプラザボウル

●レーンの予約状況により、ゲームの追加をお断りする場合がございます
●各種割引・無料券等の併用は出来ません  ●高校生・大学生の方は学生証のご提示をお願い致します
●ゲームの追加はフロントまでお申し出下さい ●最大2ゲームまで追加出来ます ●団体予約と電話での予約はできません。

ボウリングセットプラン
サンプラザ宴会場 カフェレストラン すいごうor

ボウリング2ゲームと個人料理のセットプランです。

松花堂弁当セット 3,586円 4,180円パーフェクトプラン

バンジーセット 2,398円 ストライクセット 2,992円

小学生 中学生以上

10名様からご利用可能！

サンプラザ本館・すいごうのお食事には、飲み放題プランが追加できます。
詳細は、各店舗までお問い合わせください。
まるこぽーろ・花月は飲み放題のオプションはございません。

ウインズの会費充当には
ご利用できません

B & V プラン
ボウリング＆バイキングプラン：2時間飲み放題・食べ放題

ボウリング2ゲームと
アルコール飲み放題・お食事
食べ放題2時間のコース！

5,060円

1,760円

大　人

幼　児

3,740円中高生

3,190円小学生

3歳以下のバイキングは無料！

※内容などは、季節により変更となります。ご予算により内容を変更出来ます。

ボウリングパック一番人気 カフェレストラン すいごう

割烹 仲乃家
蔵の街の料亭

各種宴会の御予約も
承ります。お気軽に
お問合せください。

TEL.0282-23-1313
〒328-0035 栃木市旭町22-23    URL http://www.nakanoya.jp

11: 30～14 : 00ランチ 17: 00～LO. 22 : 00夜 席

お座敷イス席ございます

追加1ゲーム＋440円[ 税込 ]

「ボウリングセットプラン」、「B & V プラン」は税込価格となっております。

花 月寿司割烹
紫宸殿0282-22-5833

ご予約・お問い合わせは、お気軽にしゃぶしゃぶ＆ステーキ

TEL

ご予約・お問い合わせは、お気軽に

0282-23-5885
ご予約・お問い合わせは、お気軽に

TEL

まるこぽーろ  特選ギフトのご案内
お中元や感謝の気持ちとしてどうぞ

5,000円税別
牛ロース肉180g×4枚

●別途送料として950円（税別）を頂きます。

ステーキセット特選

5,000円税別
牛ロース600g
しゃぶしゃぶセット特選

特製ソース付

3,500円税別
豚味噌漬け特選

特製ゴマダレ、ポン酢付

税込 6,050円
5,500円

●刺　身
●温　物
●サラダ
●揚　物
●あわび入海鮮石焼
●酢の物
●にぎり寿し5貫
●お　椀
●デザート

寿司御前月

みなさまのお越しを
心よりお待ちしております

2,500円～

6,000円～

ランチ

夜の懐石

0282-24-4858TEL

〒328-0212 栃木県鹿沼市下永野1314

サンプラザ本館フロントで6月1日㈪より販売いたします。（1,000円券が12枚綴りで1冊10,000円）

0289-84-0078TEL

Take out Menuテイクアウトメニュー

テ
イ
ク
ア
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ハンバーグセット とろろもりそば 冷やし山菜おろしそば

プレミアム付き商品券を販売します！！
サンプラザグループで使える商品券です。
食事や宴会はもちろん、ボウリング場・
フィットネスクラブでもご利用頂けます。

商品券有効期限
令和2年１２月３１日㈭まで

●カフェレストラン すいごう
●寿司割烹 花 月
●ステーキ＆しゃぶしゃぶ・鉄板 まるこぽーろ
●そばの里ながの れすとらん フォンテーヌ
●蔵の街の料亭 割烹 仲乃家
●サンプラザボウル
●ウインズ栃木
●ウインズ小山
●サンプラザご購入方法について

税別

税別

ライス付

ライス付 ライス付

10,000円10,000円 12,000円12,000円12,000円
1,000円券が
12枚綴り

チキンカレー 890円

おろしハンバーグ 800円

カントリースパ 770円

若鳥のしぐれ焼き 800円

「フォンテーヌ」で、〝新メニュー〟と〝美味しいステーキ〟をご堪能ください

NEW NEW NEW

ご利用できる施設

で
分の

お食事などに使える！
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