
営業時間
10:00a.m.-6:00p.m.（L.O.）
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※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。　※上記メニューは、季節・天候等により内容が変更になる場合がございます。
※特定原材料 7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のアレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。
All prices include service charge and tax.　This menu may be changed by the seasonal occasion and the weather.
If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat, eggs, milk, peanuts, etc.), please inform the restaurant staff.

コーヒー、紅茶、緑茶のフリーフロー（2時間）
w/Coffee or Tea or Japanese Green Tea Free Refills (2hours)

サンドウィッチブランチセット
Sandwich Breakfast & Lunch Set 

10:00 ～ 13:00（L.O.）

おひとり様  ¥1,550

下記より 2 品お選びください
You can choose two favorite sandwich from among four.

①ハムサンド
Ham Sandwich

②ツナトマトサンド
Tuna & Tomato Sandwich

③ポテトサンド
Potato Sandwich

④たまごサンド
Egg Sandwich

サラダ・おまかせスイーツ付き
Salad & Sweets
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※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。　※上記メニューは、季節・天候等により内容が変更になる場合がございます。
※特定原材料 7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のアレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。
All prices include service charge and tax.　This menu may be changed by the seasonal occasion and the weather.
If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat, eggs, milk, peanuts, etc.), please inform the restaurant staff.

セットメニュー
Set Menu 

おまかせスイーツセット
コーヒー または 紅茶付き
Sweets Set   w/Coffee or Tea

ホットケーキ
コーヒー または 紅茶付き
Hot Cake  w/Coffee or Tea

和菓子セット
Japanese-Style Confectionery Set

お茶を 3 種よりお選びください。

　①昆布茶 Kelp Tea

　②緑茶 Green Tea

　③抹茶 Powdered Green Tea

スイーツ
Sweets

札幌グランドホテル特製
グランバニラアイスクリーム
Grand Vanilla Ice Cream

チョコレートナッツパフェ
Chocolate & Nuts Parfait

フルーツパフェ
Fruits Parfait

¥1,300

¥1,600

¥1,000

¥900

¥1,200

¥1,200

Sweets Collection

ケーキセット
Cake Set 

※コーヒー または 紅茶付き  w/Coffee or Tea

※ケーキ単品もご用意しております

ミザールオリジナル苺のショートケーキ
Strawberry Shortcake "MIZAR" Style

アイスクリームショートケーキ
Ice Cream Shortcake

アップルパイ
Apple Pie

ホテルオリジナルケーキ（各種）
Hotel Made Cake

¥1,600

¥1,600

¥1,400

¥1,400
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※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。　※上記メニューは、季節・天候等により内容が変更になる場合がございます。
※特定原材料 7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のアレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。
All prices include service charge and tax.　This menu may be changed by the seasonal occasion and the weather.
If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat, eggs, milk, peanuts, etc.), please inform the restaurant staff.

サンドウィッチ コレクション
Sandwich Collection

※コーヒー または 紅茶付き  w/Coffee or Tea

※サンドウィッチ単品もご用意しております

ミックスサンドウィッチセット
Mixed Sandwich Set

トーストセット
Toast Set

スモールサラダ
Small Salad

¥1,800

¥1,200

¥350

Sandwich Collection

クラブハウスサンドウィッチセット
Clubhouse Sandwich Set

たまごサンドウィッチセット
Egg Sandwich Set

¥2,000

¥1,700
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※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。　※上記メニューは、季節・天候等により内容が変更になる場合がございます。
※特定原材料 7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のアレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。
All prices include service charge and tax.　This menu may be changed by the seasonal occasion and the weather.
If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat, eggs, milk, peanuts, etc.), please inform the restaurant staff.

コーヒー
Coffee

コーヒー / COFFEE　レインフォレスト・アライアンス認証 100％
レインフォレスト・アライアンス（RAINFOREST ALLIANCE）概要
1987 年に設立されたアメリカニューヨークに本部を置く国際環境NGO 団体。
人類と自然環境が共栄する世界の実現を目指しており、森林の維持保全、野生生物保護あるいは生物多様性の保全、
気候変動への取組みなどの活動を行っています。
レインフォレスト・アライアンス認証農園産のコーヒー豆を選ぶことで、地球を守りながら自分と家族の暮らしを向上
させるべく努力している世界中の農園主や農業労働者をサポートすることができます。

紅　茶
Black Tea

ブレンド・ストレートティー Blend & Straight Tea

グランドホテルブレンド
Sapporo Grand Hotel Brend Tea

セイロン
Ceylon

ダージリン
Darjeeling

アッサム
Assam

フレーバード・ハーブティー Flavored & Herbal Tea

アールグレイ
Earl Grey

アールグレイ・オレンジ
Earl Grey Orange

ローズヒップ
Rose Hip

カモミール
Chamomile Tea

バリエーションティー Variation Tea

ロイヤルミルクティー（ケニア）
Stewed Tea（Kenya）

アイスティー（セイロン）
Iced Tea（Ceylon）

アイスミルクティー（ケニア）
Iced Tea w/Milk（Kenya）

ネルドリップ方式  Flannel Drip Coffee

ブレンドコーヒー
Blend Coffee

マイルドな味わいをお愉しみいただけます。

オーガニックコーヒー
Organic Coffee

有機栽培×レインフォレスト・アライアンスの W 認証
コーヒーを使用。苦味の余韻をお愉しみいただけます。

¥1,000 ¥1,100

ウインナーコーヒー
Vienna Coffee

カフェオーレ
Cafe au Lait

アイスコーヒー
Iced Coffee

アイスカフェオーレ
Iced Cafe au Lait

コーヒーフロート
Coffee Float

エスプレッソコーヒー
Espresso

カフェインレスコーヒー
Decaffeinated Coffee

¥1,200

¥1,200

¥1,100

¥1,200

¥1,300

¥1,000

¥1,650

¥1,000

＜シングル＞ Single

＜ダブル＞ Double

¥1,000

¥1,100

¥1,200

¥1,200

¥1,100

¥1,250

¥1,300

¥1,300

¥1,100

¥1,000

¥1,100
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※表示料金には、サービス料および税金が含まれております。　※上記メニューは、季節・天候等により内容が変更になる場合がございます。
※特定原材料 7品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のアレルギーをお持ちのお客様は、スタッフにご確認くださいませ。
All prices include service charge and tax.　This menu may be changed by the seasonal occasion and the weather.
If you have any food allergies (shrimp, crab, wheat, soba/buckwheat, eggs, milk, peanuts, etc.), please inform the restaurant staff.

日本茶
Japanese Tea

昆布茶
Kelp Tea

緑茶
Green Tea

フルーツジュース
Fruit Juice

パイナップル
Pineapple Juice

グレープフルーツ
Grapefruit Juice

北海道産ジュース
Juice from "Hokkaido"

余市町産ミニトマトジュース
Tomato Juice

余市町産ぶどうジュース
Grape Juice

ソフトドリンク
Soft Drink

コーラ
Coke

ジンジャーエール
Ginger Ale

ペリエ
Perrier

レモンスカッシュ
Lemon Squash

お飲み物
Beverage

グラススパークリングワイン
Glass Sparkling Wine

グラスワイン（白・赤）
Glass Wine （White・Red）

サントリープレミアムモルツ（小瓶）
Beer

抹茶
Powdered Green Tea

オレンジ
Orange Juice

余市町産りんごジュース
Apple Juice

アイスクリームソーダ
Ice Cream Soda

ホットココア
Hot Cocoa

ココアミルクセーキ
Cocoa Milk Shake

ノンアルコールビール
Alcole-Free Beer

ウイスキー
（ニッカ竹鶴ピュアモルト）＜シングル＞ Single

Whisky （Nikka Taketsuru Pure Malt）

¥700

¥700

¥1,150

¥1,150

¥1,200

¥1,200

¥900

¥900

¥900

¥900

¥1,300

¥1,300

¥1,100

¥750

¥1,150

¥1,200

¥1,050

¥1,000

¥1,000

¥1,050

¥1,600
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