お昼も夜も、大人も子どもも楽しめる
本格イタリアンのお店

居心地よく会話と料理とお酒を楽しむ
新スタイルの炭火焼居酒屋

オマール海老料理が気軽に楽しめる
フレンチ＆和食のお店

秋田の旬の味覚でおもてなし―
日本料理を気軽に楽しめるお店

バル・パサポルテは、本格欧風料理を身近に気軽に味わえる、
横手市ではおなじみのイタリアンのお店です。
平日はランチ＆ディナー、土日はバイキングも楽しめます。

La炭之助は、横手駅近の炭火焼居酒屋。
落ち着いた灯りのもとでゆったりくつろぎながら過ごせる店内です。
３階には貸切可能な宴会場（最大40席）もございます。

「寧お」は、
フレンチを気軽に手軽に楽しめるお店です。
お料理には和食・洋食のエッセンスも織り交ぜ、
肩の力を抜いておしゃべりを楽しみながらお過ごしいただけます。

旬の食材や地元の食材を使った日本料理でおもてなし。
「日本料理 ちとせ」は、日本が育んできた食文化を
五感で味わう事ができるお店です。

見晴らしの良い２階席で友人とゆっくりランチ、大切な方と二人で楽しむ
ディナーコース料理、週末は家族みんなでお腹いっぱいイタリアンバイキ
ング、会社の仲間とお部屋を貸しきって宴会。暮らしの様々なシーンでご
利用いただけるイタリアンの店です。

La炭之助は、昭和時代の喫茶店を改装した店舗で、
どことなくレトロで
落ち着きのある空間が特徴です。
お料理は炭火焼料理だけでなく、
中華・
洋風料理もとりそろえており、締めのラーメン、
バル・パサポルテの手作り
デザートまでお楽しみいただけます。

寧おの名物は新鮮な「オマール海老」を使ったお料理。生きたままのオ
マール海老を仕入れて調理しておりますので、本物の味が楽しめます。
おかげさまで、ランチタイムもご好評いただいております。日替わりメ
ニューが豊富で、
ご来店のたびに新しいお料理をお楽しみいただけます。

四季の変化に富み、季節の食材に恵まれた秋田だからこそ楽しめる、
こ
こだけの日本料理があります。食材ひとつひとつの特徴を生かしたお料
理を、
まっすぐにそして丁寧におつくりします。
ランチ営業も行っておりますので、
お気軽にご利用くださいませ。

気軽に貸しきれるお店

披露宴の友人二次会に人気

大小宴会、子ども会、
お誕生会、女子会、
お祝いパーティなどに、お部屋の貸切も
お気軽にご利用いただけます。貸切料金
はお一人様320円（税別）です。8名〜
100名までの貸切利用が可能です。

店長のまろいです。バルパサポルテでは、地域の皆さま
に手作りの本格欧風料理を気軽に楽しんでいただける
お店です。普段のお食事から、宴会やパーティ、
さらに
はレストランウェディングまで、幅広いシーンでご利用
いただければと思います。

●
イオン
スーパー
センター

★
●ふるさと村
ルートイン●

横手 IC↓

●ガスト
●フレスポ
横手

La 炭之助

ラ・すみのすけ

●かつた

tel.0182-33-5066（不定休）
営業時間 17:30〜24:00（L.O.23:30）

横手市寿町9-8 寿ビル2F・3F 駅から徒歩3分
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フレンチ＆和食

寧お

料理長の山中です。飲食店で10年ほど料理の修業を
経て当店の料理長に就任しました。料理におけるモッ
トーとしては、日本料理の基本であるダシのとり方な
ど、基本に忠実に丁寧に行うことを心がけ、素材本質を
引き出すように心がけております。

●かつた
Y2 ぷらざ
●

ねお

tel.0182-38-8471（不定休）

ランチ 11:30〜14:30（L.O.14:00）
ディナー 17:30〜22:00
（L.O.21:30）
横手市駅前町7-17-1（さらさ別館1F）

大切なお客様とのご会食の場、大切な方
との語らいの場、仲間と料理とお酒を楽
しむ宴会場、
法事の食事など、
様々なシー
ンでご利用くださいませ。
用途やご要望に
応じたお料理をご用意いたします。
２階は最大20席、
３階は最大30席。
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横手セントラル
スポーツ

日本料理 結びの心 ちとせ

Y2 ぷらざ さわた
●
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tel.0182-38-8656（不定休）

ランチ 11:30〜14:30（L.O.14:00）
ディナー 17:30〜22:00
（L.O.21:00）
横手市前郷一番町13-4 2F・3F

横手駅

横手市婦気大堤字田久保下204-1

イオン
●

炭火焼食堂

チーフの斉藤です。仙台市のスペイン料理専門店での
修行を経て、バル・パサポルテに入り、
「寧お」
の料理長
となりました。料理することと食べることが人一倍好き
な食いしん坊シェフですが、横手の皆さまにおいしい
ひとときを楽しんでいただければと思います。

横手駅

ランチ 11:00〜15:00（L.O.14:00）
ディナー 17:30〜21:30
（L.O.21:00）

大仙↑
R107

ご会食から宴会まで

寧おはお陰さまで女性のお客様にご好
評いただいており、女子会やお誕生会な
どでご利用いただいております。
ご要望
にあわせたコース料理もご用意できます
ので、遠慮なさらずお申し付けください。
貸切料金はお一人様320円
（税別）。

横手駅

バル・パサポルテ

tel.0182-35-5539（不定休）

ソファ席で疲れることもなく、ゆっくり会
話が楽しめることで、結婚披露宴の二次
会利用や、会社様の宴会などにもご好評
をいただいております。
貸切は10名以上から承ります。貸切料
金はお一人様320円
（税別）
です。

店長の須藤です。La炭之助はお料理やお酒だけでな
く、安心できる居心地良いお店作りも大切にしており
ます。炭火焼料理は厨房で調理しておりますので、女性
の方も煙のニオイを気にせずお過ごしいただけます。
ど
うぞおくつろぎくださいませ。

R13

欧風創作料理

女子会・お誕生会利用が好評
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株式会社BaseLine 経営店舗

Restaurant
Wedding

こんにちは、株式会社BaseLIne代表
の古屋宰です。
いつも当店をご愛顧い
ただき誠にありがとうございます。

レストランウェディング

簡単な自己紹介をさせていただきま
欧風創作料理 バル・パサポルテ

炭火焼食堂 La炭之助

秋田県横手市婦気大堤字田久保下204-1
TEL 0182-35-5539

秋田県横手市寿町9-8 寿ビル2Ｆ/3F
TEL 0182-33-5066

結婚式を、
あきらめないで欲しいから―。
結婚式を挙げないカップルが増えておりますが、二人でそう決心
しても、やはり心の中にしこりが残ってしまうものです。
結婚式の時期を逃してしまったお二人、予算上の都合で結婚式
をあきらめていたお二人、堅苦しい披露宴はやりたくないお二
人、
ご出産前ですぐにでも式を挙げたいお二人…。
そんなお二人
にぴったりのウェディングをご用意できるのが、バル・パサポルテ
のレストランウェディングです。
肩の力を抜いて、できたての温かいコース料理を皆さんで楽しみ
ながら、永遠の約束を交わしませんか？

ごあいさつ

すが、私はバル・パサポルテで２３歳からシェフとして働かせてていた
だいたのち、平成2４年９月に前オーナーよりレストランの経営を受け
継ぎ、平成２６年にこの法人を立ち上げ、代表を務めさせていただい
ております。
BaseLine（ベースライン）
という社名は、
「基準となる線」
という意味
を持っています。音楽においてもベースラインはハーモニーを作り出す
基準となる音（低い音）
です。
この言葉を社名に用いた理由は、
まずは
私たち自身がしっかりとした基準を持って仕事に向かい、
お客様への
おもてなしをすること。そして、私たち一人一人が互いの個性を理解
し、共に学び成長することで、
その基準にバリエーションを持たせ、楽
しい会社にしたいという願いがこめられております。

フレンチ＆和食 寧お

日本料理 ちとせ

秋田県横手市駅前町235-1
TEL 0182-38-8471

秋田県横手市前郷一番町13-4
TEL 0182-38-8656

飲食業界はまだまだ厳しい状況にあります。
お客様に楽しい時間をお
過ごしいただくためには、
おいしいお料理をご提供することはもちろん
ですが、
おもてなしする私たち自身が、
自分の仕事や、
自分の会社に誇
りを持って接していなければいけません。精神論ではなく、
スタッフが
生き生きと働ける会社づくりをするのも、私の務めと思っております。

レストランウェディング

10名様〜100名様

挙式と披露宴を執り行うプランです。招待ゲストのご祝儀で挙式費用
の大半をまかなう事ができます。
ドレス・衣装もご用意できます。

ウェディングパーティー

会費制 10名様〜100名様

挙式なしのお食事会スタイルの
『会費制』
ウェディングパーティです。
お友達同士や、会社の仲間同士で催すのに最適です。
貯金が全くなくても開催できるのが特徴で、
ご予約から１週間で準備
することもできます。
ご祝儀・引出物も不要なので気軽にお誘いでき
ますし、
サプライズパーティとして企画することもできます。

まだ将来の夢ではありますが、願わくばこの地域における飲食業の
ベースラインとなる会社にして行きたいと思っております。
まだまだ若

経営理念

い会社ではありますが、地域の皆さまのご期待に沿えるよう努めてま
いりますので、今後ともご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

全てのお客様に笑顔を届け、
物心両面の幸せを追求し、
共有する会社になること。
MEMO

●料金プランはリーフレットをご覧くださいませ。

BaseLineで働く仲間の絶対行動指針
「挨拶、一緒懸命、思いやり」
私たちは、第1に素直な気持ちで挨拶することを大切にし、
一緒に働く仲間と懸命にお客様の喜びを考え提案し、

二次会（親族・友人）
もお任せください。
披露宴、ウェディングパーティーのあとの親族や友人向けの二次
会場も、それぞれ当社店舗でセッティングが可能です。自社送迎
バスも完備しておりますので安心です。

株式会社BaseLine

仲間、家族の暮らしの安心と

携わる全ての人への感謝の気持ちを忘れません。

Tsukasa Furuya.

