
ご予約・お問い合わせ　TEL.011-261-3376（直通） ※営業時間が変更になる場合がございます。※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。※写真はイメージです。※メニュー内容は変更する場合がございます。

Contact Us for More Information Phone  +81-11-261-3376   * Opening - hour may change without prior notice. *All prices include service charge and tax. Japanese yen.  *Photograph for illustrative purposes only.  *Menu may change without prior notice.

ホテルショップ限定
洗練のクリスマスケーキをテーブルに

フレッシュな苺を二段に重ねたガトーフレーズ、洗練された大人
のイメージのノエルブランシュ。2名様用のケーキです。

クリスマスケーキ
ガトーフレーズ ￥2,000（写真左）　ノエルブランシュ ￥1,800（写真右）　
12/10（金）～12/25（土）限定販売 10:30a.m.-7:00p.m.

大切な人と過ごす特別な時間。今年もとびきりの美味しさをご用意いたしました。

ご自宅で過ごすクリスマスにおすすめのセットが新
登場。シェフのこだわりを詰め合わせたオードヴル、
丁寧に焼き上げたローストチキン、可愛らしいケーキ
が、聖なる夜を華やかに演出します。

承り期間：12/15（水）まで
各種セット、単品をご用意しております。
詳しくはホームページをご確認ください。

ザ・ベーカリー＆ペイストリー［東館 1 階］  THE BAKERY & PASTRY [1F, East Bldg.] 　※テイクアウトの価格を表示しております。

TAKE
OUT

おうちでホテルでクリスマス
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クリスマスパーティーセット（要予約）

オードヴル ＋ ローストチキン ＋ クリスマスケーキ（4号）
特別価格￥13,000（通常価格￥15,000）
グランビレッジ会員限定価格    ￥12,500

オードヴル ＋ クリスマスケーキ（4号）
特別価格￥9,500（通常価格￥11,000）

グランビレッジ会員限定価格      ￥9,000

CHRISTMAS CAKE



ラウンジ・バー  オールドサルーン 1934［別館 1 階］
LOUNGE & BAR OLD SALOON 1934 [1F, Annex Bldg.]  

※休業日がございますので詳しくはホームページをご覧ください

※休業日がございますので詳しくはホームページをご覧ください

キュートな装い
クリスマスの贈り物

マンスリーケーキ
各￥500

フレッシュな苺と生クリームをアクセントに

マンスリーケーキ
12 月│ガトーショコラ    ￥1,800

果実と木の実。チョコレートを雪に見立てて

マンスリーブレッド
12 月│フルーツナッツリース    ￥330　他

ザ・ベーカリー＆ペイストリー［東館 1 階］
 THE BAKERY & PASTRY [1F, East Bldg.]
※テイクアウトの価格を表示しております。

可愛いらしいサンタクロースに思わず笑顔
グラスに描く白い雪景色

季節のパフェ 
12 月│聖夜のホワイトチョコレートパフェ　おひとり様 ￥1,500
10:00a.m.-4:30p.m.（L.O.）

チーズと旬の美味しい出逢い。オードヴルからデザートまでお好きな料理をどうぞ

ノーザンテラスダイナー［東館 1 階］NORTHERN TERRACE DINER [1F, East Bldg.]

ノーザンテラスダイナー［東館 1 階］NORTHERN TERRACE DINER [1F, East Bldg.]

肉汁も旨味もぎゅっと凝縮
北海道産ブランド和牛を食べ比べ

北海道美味探訪 -WAGYU-〈全 6 品〉
おひとり様 ￥8,500（120g）￥11,500（180g）
12/1（水）～ 12/29（水） 　5:00p.m.-7:00p.m.（L.O.）

一皿一皿に冬色のときめき
華やかな12月のディナーコース

ソレイユコース〈全 8 品〉
おひとり様 ￥5,500
12/1（水）～ 12/29（水） 　5:00p.m.-7:00p.m.（L.O.）

ロビーラウンジ ミザール［本館 1 階］LOBBY LOUNGE MIZAR [1F, Main Bldg.]

色鮮やかなカクテルとオードヴル
メリークリスマスの乾杯を

クリスマスフリーヴルプラン
おひとり様  ￥5,000
グランビレッジ会員限定価格 おひとり様  ￥4,600
12/22（水）～12/25（土）
5:00p.m.-8:00p.m. までにご入店ください。
2 名様以上、2 時間単位でお願い申し上げます。

午後のお茶時間。久しぶりの女子会にも

季節のアフタヌーンティーセット
12 月│クリスマス
おひとり様 ￥2,300
グランビレッジ会員限定価格 おひとり様 ￥2,100
12:00p.m.-3:00p.m.（L.O.）

聖なる夜に輝くスイーツ
フルコースのように優雅に愉しむ

THE SWEETS ！  ザ・スイーツ！
12 月│クリスマス
おひとり様 ￥3,000　12/6（月）～ 12/10（金）
スイーツ・セイボリー食べ放題
ソフトドリンクのフリードリンク付き
5:00p.m.-8:00p.m.

個室のご案内
年末年始のご会食に。プライベートな空間でゆっくりと。
ノーザンテラスダイナー、ガーデンダイニング環樂、
チャイニーズダイニング黄鶴には、4名様からご利用
いただける個室をご用意しております。

チャイニーズダイニング  黄鶴［東館 2 階］
CHINESE DINING KOKAKU [2F, East Bldg.]

世代を問わずお愉しみいただける料理の数々
ご家族皆様でお出かけください

クリスマスファミリーディナーバイキング
華やかなテルミドールや北海道産鶏肉のロースト
チキン。寿司、北海道産牛肉のステーキなど、ライブ
クッキングも充実。
大人 Adult ￥6,000
65歳以上 65 years old & up   ￥4,800
小学生 Primary School Child ￥3,000
4歳～未就学児 4 years - Preschool Child ￥1,500
グランビレッジ会員限定価格　大人  ￥5,400
12/18（土）～12/25（土） 5:00p.m.-9:00p.m.
※12/26（日）はアフタークリスマスバイキングを開催。

詳しくはホームページをご覧ください。

美食家たちのスタイル
五感で味わうモダンチャイニーズ

聖夜コース〈全 8 品〉  
おひとり様  ￥12,000
グランビレッジ会員限定価格 おひとり様  ￥11,000
12/18（土）～12/25（土）※12/20（月）は除く
5:00p.m.-7:00p.m.（L.O.）
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ホテルで過ごす至福のクリスマス
今年も皆様とご一緒に

特別な時間と格別の美味しさを

Merry Christmas

 聖夜のホワイトチョコレート
パフェ
白ワインのジュレ、ホワイトチョ
コレートのムース、ホテル伝統
のアイスクリーム。さまざま
な食感をお愉しみください。

フランボワーズの
ムースなど、クリ
スマ ス カ ラ ー の
ケーキを期間限定
でラインナップ。

ランチバイキング
大人 Adult ￥2,700
65歳以上 65 years old & up   ￥2,160
小学生 Primary School Child ￥1,350
4歳～未就学児 4 years - Preschool Child ￥700
グランビレッジ会員限定価格 おひとり様 ￥2,500
12/1（水）～ 12/29（水）   11:30a.m.-2:30p.m.

ディナーバイキング
大人 Adult ￥4,400
65歳以上 65 years old & up   ￥3,600
小学生 Primary School Child ￥2,200
4歳～未就学児 4 years - Preschool Child ￥1,100
グランビレッジ会員限定価格 おひとり様 ￥4,000
12/4（土）～ 12/12（日）土曜日・日曜日限定開催
5:00p.m. -6:30p.m. までにご入店ください

ご予約・お問い合わせ　TEL.011-261-3376（直通） ※営業時間が変更になる場合がございます。※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。※写真はイメージです。※メニュー内容は変更する場合がございます。

Contact Us for More Information Phone  +81-11-261-3376   * Opening - hour may change without prior notice. *All prices include service charge and tax. Japanese yen.  *Photograph for illustrative purposes only.  *Menu may change without prior notice.

ご予約・お問い合わせ　TEL.011-261-3376（直通） ※営業時間が変更になる場合がございます。※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。※写真はイメージです。※メニュー内容は変更する場合がございます。

Contact Us for More Information Phone  +81-11-261-3376   * Opening - hour may change without prior notice. *All prices include service charge and tax. Japanese yen.  *Photograph for illustrative purposes only.  *Menu may change without prior notice.



ご自宅で本格中華鍋。寒い季節にぴったりの新テイクアウト。
スープと具材をセットした熱々鍋セットをご用意いたしました。

熱々鍋セット
ホームページ、お電話、またはチャイニーズダイニング黄鶴
店頭にてご予約を承ります。3日前までにご予約ください。
詳しくはホームページをご覧ください。

新発売

Contact Us for More Information Phone +81-11-261-3376        * Opening - hour may change without prior notice.
*All prices include service charge and tax. Japanese yen.  *Photograph for illustrative purposes only.  *Menu may change without prior notice.

ご予約承り期間　12月25日（土）まで
詳しくはホームページをご覧ください。
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シェフとパティシエが創り上げた
「レストランコラボレーションおせち」をはじめ、
お正月にふさわしい逸品揃い。

鮑、ふかひれ、北京ダック
中国料理の魅力を堪能

故宮コース〈全 8 品〉
おひとり様 ￥15,000
12/1（水）～ 12/26（日） 
5:00p.m.-7:00p.m.（L.O.）

年末の喧騒を離れて
ゆっくり愉しむ昼御膳

季節の御膳
12 月│師走の彩り篭御膳
おひとり様 ￥3,500
12/1（水）～ 12/27（月）  
11:30a.m.-2:30p.m.（L.O.）

メインはガーリック風味の
塩味湯麺

美福ランチ〈全 4 品〉
おひとり様 ￥2,300
12/1（水）～ 12/27（月） 
11:30a.m.-2:30p.m.（L.O.）

山海の幸を堪能
冬の味覚を心ゆくまで

環樂会席〈全 8 品〉
おひとり様 ￥15,000
12/1（水）～ 12/27（月）  
5:00p.m.-7:00p.m.（L.O.）
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鮮やかなカクテルで乾杯。オードヴル食べ放題とフリーフロー

フリーヴルプラン
12 月│チーズ・鶏肉・鰤・ほうれん草　おひとり様 ￥4,400
グランビレッジ会員限定価格 おひとり様 ￥4,000
12/1（水）～ 12/30（木） 　
※12/22（水）～ 12/25（土）はクリスマスフリーヴルプランを開催。
5:00p.m.-7:30p.m. までにご入店ください。※ご利用は 2 時間単位でお願い申し上げます。

ラウンジ・バー  オールドサルーン 1934［別館 1 階］LOUNGE & BAR OLD SALOON 1934 [1F, Annex Bldg.]  
※休業日がございますので詳しくはホームページをご覧ください

ガーデンダイニング  環樂［本館 4 階］
GARDEN DINING WARAKU [4F, Main Bldg.]
※休業日がございますので詳しくはホームページをご覧ください

チャイニーズダイニング  黄鶴［東館 2 階］
CHINESE DINING KOKAKU [2F, East Bldg.]　
※休業日がございますので詳しくはホームページをご覧ください

※営業時間が変更になる場合がございます。※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。※写真はイメージです。※メニュー内容は変更する場合がございます。

* Opening - hour may change without prior notice. *All prices include service charge and tax. Japanese yen.  *Photograph for illustrative purposes only.  *Menu may change without prior notice.

人気のアイテムを詰め合わせた「サブスクグルメ BOX」や「デリバリーブレッドBOX」など毎月届く定額
定期便の商品のほか、簡単にホテルの味をお愉しみいただけるさまざまな商品をご用意しております。

オンラインショッピング https://grand1934.com/offer/season/online/

ONLINE
SHOPPING


