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9-10.2022
フルコースのようにスイーツを愉しむ

THE SWEETS！ ザ・スイーツ！
1
10

大

9月│栗

SEPTEMBER
OCTOBER

9/26（月）～ 9/30（金）

10 月│ハロウィン
人 ¥3,200

10/24（月）～ 10/31（月）

小学生 ¥1,600

美味しい便り

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
2

5:00p.m.-8:00p.m.

3

9-10.2022

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

1

果実が奏でるハーモニー

今月のパフェ ¥1,800
5

MarRon

4

5

Halloween

6

9月│マロンと梨のパフェ
10 月│かぼちゃパフェ

10:00a.m.-4:30p.m.（L.O.）
ロビーラウンジ ミザール［本館 1 階］
LOBBY LOUNGE MIZAR [1F, Main Bldg.]

贈り物にもご自宅用にも

マンスリーケーキ
2
7

9月│マロンショート ¥2,000
10 月│かぼちゃロールケーキ ¥1,500

全制覇したくなるラインナップ
7

季節のケーキ

8

3
8

9月│マロンとカシスのサヴァラン ¥600 他
10 月│かぼちゃモンブラン ¥600 他

おやつにもワインにもぴったり

マンスリーブレッド

6

9

4

9月│ほうじ茶と栗のパン ¥400 他

9

10 月│かぼちゃのちぎりパン ¥360 他
ザ・ベーカリー＆ペイストリー［東館 1 階］
THE BAKERY & PASTRY [1F, East Bldg.]

10

※テイクアウトの価格を表示しております

心地良い風を感じながらホテルにお出かけ。優雅なお茶時間、夜時間をお過ごしください

おひとり様 ¥3,500
モクテル 90 分
フリーフロー付き

5:00p.m.-8:30p.m.（L.O.）

9/1（木）～ 10/31（月）

月曜日〜木曜日
8:30p.m.-10:00p.m.(L.O.)
金曜日・土曜日
8:30p.m.-10:30p.m.(L.O.)

ご予約・お問い合わせ

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

札幌グランドホテル開業88周年

中国茶と愉しむ点心とスイーツ
チャイニーズアフタヌーンティーセット
おひとり様 ¥2,100

アフタヌーンティーセットプラス＋

ONLINE
SHOPPING

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

ともに、次の未来へ。札幌グランドホテルは、

1:00p.m.-2:30p.m.（L.O.）

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/

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。
* 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.

ANNIVERSARY SPECIAL
アニバーサリースペシャル

2022 年12月、おかげ様で開業 88 周年を迎えます。
日頃のご愛顧への感謝の気持ちを込めて

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

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

Contact Us for More Information Phone +81-11-261-3376

9 月│ぶどうと和栗のモンブラン
¥1,800
10 月│タルト・ブロンドショコラ・フィグ
¥1,500

夜のアフタヌーンティー

おひとり様 ¥3,500 12:00p.m.-2:00p.m.（L.O.）
ロビーラウンジ ミザール［本館 1 階］
LOBBY LOUNGE MIZAR [1F, Main Bldg.]

シックな装い、アートな一皿。
ナイフを入れるとまた違う表情が。

美味しい便りが次々と届く季節。街の木々が色
づく前にお皿の上は秋色の景色。まずは旬の果
実から。パティシエの新作をお届けいたします。

秋の夜長
モクテルで乾杯

ランチにもおすすめ
アミューズプレート付きの新プラン

Seasonal Dessert

今年の実りをいち早く
美味しさいっぱいの季節がはじまります

この秋から、さまざまな記念プランをご案内いたします。
和洋中の調理長による限定メニューをご堪能ください

開業88周年記念特別賞味会
2022.10.18 ・19 ・20
火

水

木

おひとり様 ¥15,000
フリードリンク付き ¥18,000
会場：ガーデンダイニング環樂
時間：17:00 ～
お席をご用意いたしますので、お
電話
（食堂予約係）
またはホーム
ページより予めご予約ください

ご予約・お問い合わせ

北海道米粉ロール

アニバーサリーカクテル

88歳の「米寿」のお祝いにち
なんで。北海道産の米粉を
100％使用したしっとりふわ
ふわのロールケーキです。
¥1,800

開業88周年のテーマ「とも
に、次の未来へ」をカクテル
で表現。次代に残したいカク
テルを毎月ご用意いたします。
¥1,500

※テイクアウトの価格を表示しております

ガーデンダイニング環樂 チャイニーズダイニング 黄鶴 ノーザンテラスダイナー
調理長 澤田 朋和
調理長 永島 淳吾
調理長 鳴海 洋介

ザ・ベーカリー＆ペイストリー
［東館 1 階］

ラウンジ・バー
オールドサルーン1934［別館 1 階］

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.
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AUTUMN GASTRONOMY

採れたての秋

新しい季節のはじまり。実りの秋は、美味しいものが次々と。シェフたちが
腕をふるう料理の数々を心ゆくまでお愉しみください。

美食家に贈る至福の逸品

王朝コース〈全 8 品〉
おひとり様 ¥20,000
9月│活鮑と秋鮭銀聖のスチーム
葱油の香り 他
10 月│ふかひれ姿と松茸の蒸しスープ 他
9/1（木）～10/31（月）
5:00p.m.-7:00p.m.（L.O.）

フランスのビストロを訪ねたように。札幌グランドホテルならではの洋食を新スタイルで

ランチバイキング

ディナーバイキング

大人 Adult ¥2,900 65歳以上 65 years old & up ¥2,400
小学生 Primary School Child ¥1,450
4歳～未就学児 4 years - Preschool Child ¥700

大人 Adult ¥4,800 65歳以上 65 years old & up ¥4,000
小学生 Primary School Child ¥2,400
4歳～未就学児 4 years - Preschool Child ¥1,200

9/1（木）～10/31（月）11:30a.m.-2:30p.m.

9/3（土）～10/30（日）の土曜日・日曜日・祝日限定開催

麺が主役の昼ごはん

秋薫る、旬の素材を存分に

美福ランチ〈全 5 品〉

泰山コース〈全 8 品〉

おひとり様 ¥2,500

おひとり様 ¥11,000

9月│海の幸と茸の塩味湯麺 他
10 月│色々茸と鶏肉のあんかけ焼そば 他
9/1（木）～10/31（月）
11:30a.m.-2:30p.m.（L.O.）

5:00p.m. -6:30p.m. までにご入店ください

9月│鮑と梨の塩味炒め 他
10 月│松茸入りふかひれの
煮込み 他
9/1（木）～10/31（月）
5:00p.m.-7:00p.m.（L.O.）

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

アクセントは北海道野菜
シェフの感性で描く秋色の一皿

繊細な技と山海の幸
美味尽くしの秋会席

ソレイユコース〈全 8 品〉
おひとり様 ¥6,000

環樂会席

9/1（木）～10/31（月）5:00p.m.-7:00p.m.（L.O.）

おひとり様 ¥16,000
9月│白老牛の炭火焼 朴葉盛り 他
10 月│八角雲丹味噌田楽焼 他

味覚の秋こそ北海道和牛
希少なブランドを食べ比べ

秋の味覚会席
おひとり様 ¥8,000

北海道美味探訪 -WAGYU-〈全 6 品〉

9月│松茸御飯 他
10 月│甘鯛と大統領椎茸の和蘭陀煮 他

おひとり様 ¥9,000（120g）¥12,000（180g）

9/1（木）～10/31（月）

9/1（木）～10/31（月）5:00p.m.-7:00p.m.（L.O.）

5:00p.m.-7:00p.m.（L.O.）

日本庭園を眺めながら
多彩な美味をとりどりに

季節の篭御膳
日本最大級のグルメイベント
ダイナースクラブ フランスレストランウィーク

フリードリンクとオードヴル
ペアリングを愉しむ

今夜は生ビールで乾杯 !!

おひとり様 ¥3,800

今年は「南フランスの伝統料理」がテーマ。ノーザンテラス

フリーヴルプラン

パーティープラン

11:30a.m.-2:30p.m.（L.O.）

おひとり様 ¥6,000〈全 7 品〉

ダイナーで期間限定の特別コースをご堪能ください。
おひとり様 ¥5,000〈全 7 品〉ランチタイムのみ
¥8,000〈全 9 品〉ディナータイムのみ
●

11:30a.m.-2:00p.m.（L.O.）● 5:00p.m.-7:00p.m.（L.O.）

※お席をご用意いたしますので予めご予約ください

¥8,000〈全 8 品〉

9月・10月のテーマ
9月│鰯・茸・栗・南瓜

9/23（金・祝）～10/16（日）

9/1（木）～10/31（月）

メニュー

10 月│鮭・柿・りんご・さつまいも

・季節の料理、ラーメンサラダ

おひとり様 ¥4,800

・生ビールを含むフリードリンク

9/1（木）～ 10/31（月）

9/1（木）～10/29（土）

5:00p.m.-7:30p.m. までにご入店ください

火曜日～土曜日限定開催

※ご利用は 2 時間単位でお願い申し上げます

5:00p.m.-7:00p.m. までにご入店ください
※完全予約制、5日前までにご予約ください

ノーザンテラスダイナー［東館 1 階］
NORTHERN TERRACE DINER [1F, East Bldg.]
ご予約・お問い合わせ

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

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.

※ご利用は15名様以上、2時間単位でお願い申し上げます

北海道ダイニング ビッグジョッキ［別館 1 階］
HOKKAIDO DINING BIG JUG [1F, Annex Bldg.] ※日曜日・月曜日定休
ご予約・お問い合わせ

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

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.

