NOVEMBER

食の冬支度

トランでは、地元・石狩地方の特産品を使ったメニューをご用意いた

美味再発見

グルメに欠かせない石狩の魅力をぜひご堪能ください。

石狩フェア
ARI
ISHIK

11.2022

深まる秋と冬の始まり。ふたつの季節の美味しさを愉しむ11月。レス
しました。旬の秋鮭をはじめ、にしん、雪化粧かぼちゃ、りんごなど
お馴染みの食材がシェフたちの技と感性で新たな味わいに。北海道

石狩尽くしの美味揃い。ライブクッキングも充実

ランチバイキング

晩秋と初冬
石狩の旬を彩り豊かに

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

季節の篭御膳

11/1（火）～11/30（水）11:30a.m.-2:30p.m.

11:30a.m.-2:30p.m.（L.O.）

おひとり様 ¥3,800
11/1（火）～11/29（火）

ディナーバイキング
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
11/5（土）～11/27（日）の土曜日・日曜日・祝日限定開催
5:00p.m. -6:30p.m. までにご入店ください

石狩産の山海の幸、北海道の野菜をアクセントに

ソレイユコース〈全 8 品〉
おひとり様 ￥6,000
メインは、石狩産かすべのムニエルや望来豚と椎茸の
カイエットなどお好きな一皿を。追加料金でお愉しみい

食の宝庫・北海道グルメを満喫

ただけるアップグレードメニューもご用意しております。
11/1（火）～11/30（水）5:00p.m.-7:00p.m.（L.O.）

石狩美味会席〈全 8 品〉
おひとり様 ¥8,000
11/1（火）～11/29（火）5:00p.m.-7:00p.m.（L.O.）

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

北海道のブランド豚肉
古川ポーク使用の回鍋肉麺

美福ランチ

古川ポークと札幌大球の
四川回鍋肉

ディナーの単品料理でもお愉し
みいただけます。

おひとり様 ¥2,500

※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

新感覚のレアチーズ
羊乳のフロマージュブラン

回鍋肉麺・点心二種
サラダ・デザート・コーヒー

石狩フロマージュ ¥600

11/1（火）～11/30（水）

レアチーズケーキです。

11:30a.m.-2:30p.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.]
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.]

苺のソースをアクセントにした

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

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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スイーツ & ブレッドのテーマは旬のりんご。
パティシエとブーランジェの新作が勢揃い。
多彩な美味しさをラインナップしました。

フルコースのように愉しむスイーツ

THE SWEETS！ ザ・スイーツ！
11月│りんご 11/14（月）～ 11/18（金） 大人 ¥3,200 小学生 ¥1,600
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.

じっくり真空調理で優しい甘さ
ナイフを入れるとサプライズが !!

煮ても焼いても
美味しいりんごたち

まるごと北海道産りんごのコンポート
おひとり様 ￥1,400
11:30a.m.-2:30p.m./5:00p.m.-8:00p.m.

りんごのシーブスト ¥600
他

季節のケーキ

チーズとりんごの絶妙なマリアージュ

マンスリーケーキ

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

りんごとフロマージュの
タルト ¥1,800

優雅な午後のお茶時間

季節のアフタヌーンティーセット
11月│りんご

おひとり様 ￥2,500

11/1（火）～11/18（金）12:00p.m.-4:30p.m.（L.O.）
ランチとしてもお愉しみいただける「アフタヌー
ンティーセットプラス＋」もご用意しております。

ほのかな酸味と甘さを
アクセントに

りんご尽くしのひんやりパフェ

マンスリーブレッド

今月のパフェ

アップルレーズン ¥330
他

キャラメルポムパフェ ¥1,800
11/1（火）～11/18（金）10:00a.m.-4:30p.m.（L.O.）

ザ・ベーカリー＆ペイストリー［東館 1 階］
THE BAKERY & PASTRY [1F, East Bldg.]

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

冬に向かう夜に

※テイクアウトの価格を表示しております

Autumn-Winter

長い夜をゆっくり過ごすおすすめプラン

オードヴル & フリーフロー

多彩な料理とフリードリンク

フリーヴルプラン

パーティープラン

11 月のテーマ

おひとり様 ￥6,000〈全 7 品〉

オランダ風車豚・白菜・鱈・カリフラワー

￥8,000〈全 8 品〉

おひとり様 ￥4,800

11/1（火）～11/30（水）

11/1（火）～11/30（水）

5:00p.m.-7:00p.m. までにご入店ください

5:00p.m.-7:30p.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
※ご利用は 15名様以上、2 時間単位でお願い申
し上げます

※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

ご予約・お問い合わせ

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

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.

