
MICE 
プランニングガイド 

海の景色とリゾートの開放感に包まれる 

シーサイドホテルならではのMICEプラン 
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グランドパーク小樽について 

◆ 小樽のベイエリアに位置し、観光や四季折々のアクティビティに最適なホテル 

◆ 石狩湾と小樽港マリーナを見下ろす絶景のロケーション 

◆ 全館無料Wi-Fi完備   

◆ 全296室の広々とした洋室・和室・スイート    

◆ 個性的な５つの料飲施設を有し、北海道ならではの食材を用いたインターナ

ショナルメニューを提供 

◆ 10の大小宴会場・会議室とチャペル・神殿を完備    



ホテルまでのアクセス 

◆  新千歳空港よりJR快速エアポートで約65分 

◆  JR小樽築港駅より徒歩約5分 



小樽運河や古い洋館が並ぶエキゾティックな街並み、新鮮な魚介

類を用いた寿司やグルメ、長い歴史に根付いた繊細なガラス工

芸品など、小樽は人々の心を惹きつける多彩な観光資源に恵ま

れた街です。また、スキーやゴルフなど四季折々のアクティビティ

の拠点としても最適なロケーションに位置しています。 

記載情報は2014年4月1日現在のものです。内容が変更される場合もございますので、事前にご確認ください。 



周辺アクティビティ クルージング 

■クルージング(小樽港第3埠頭より出航) 

小樽港内をまわり古い建物や風景を見学します。  
 

出航時刻:  11:30 ・13:30 ・15:30  

定員:  40 人乗り 
 

定期便  (40 分)  大人  850円  

      子供  420円  

                      中学生未満は子供料金です 

 

貸切便 (60 分)        31,860円 

             (90 分)       48,600円 

 (120 分)          63,720円 

 

※ドリンク＆フードは持ち込みとなります。 



周辺アクティビティ サンセットクルーズ 

■サンセットクルーズ (7月～8月) 

(マリンウェーブ小樽より出航)  

出航時刻:  16:30 ～ 18:00  

(日没時刻により変動) 

水曜日定休日 

定員: 2名～10名 

料金: 27,000円 /1隻 
 

チャータークルージングのコースもあります。  
 

■フィッシングツアー (祝津の高島漁港より出航—ホテルより車で約15分) 

出航時刻: 9:00 ～日没後まで  

予約:  6名より受付 

料金:  1名 8,000円 (6時間・サオ＆エサ込） 

 

カレイ、ソイ、イカ釣り（日没後）などのコースもあり  



周辺アクティビティ 観光スポット 

■人力車  

(小樽運河前より乗車: ホテルより車で約7分) 

運河を中心に歴史的建造物などを巡ります。 

営業時間: 9:30 ～日没後まで  

料金: 1名 3,000円  

 2名 4,000円  

 

■小樽天狗山からの夜景  

小樽天狗山ロープウェイで山頂から見学します。  

営業時間: 9:30 ～ 21:00  

料金:  往復  大人  1,140円  

 子供  570円 
                                                   （中学生以下） 



周辺アクティビティ 手作り体験 

 

ご自分の手で思い出に残る作品を作ってみませんか？ 

 

■オルゴール制作体験  

海鳴楼本店 (ホテルより車で約10分) 

営業時間: 9:00 ～ 20:00 

料金: 1名 1,080 円 

 

■ガラス制作体験 

大正硝子館 (ホテルより車で約10分) 

営業時間:    9:00 ～ 17:00 

料金：   1名 1,000円 



周辺アクティビティ 果物狩り  

■山本観光果樹園（余市町） 

果物狩り体験 (6月～ 11月) 

 

季節ごとに様々なフルーツをそ

の場で食べることができます。  

 

食べ放題  

料金: 大人  1,100円       

 子供  880円 



周辺アクティビティ ウイスキー工場見学 

 

■ニッカウヰスキー  (余市町：小樽から約30分)  

余市町の良質な水と空気、豊富なピートがウイスキー

づくりに適しているとして1934年に設立された蒸留所。

ここで作られているウイスキーは、世界で最も優れたシ

ングルモルトウイスキーの１つに数えられています。 

 

営業時間: 9:00 ～ 17:00  

工場見学: 9:00 ～ 16:00 (最終入場)  

※元旦のみ閉館 

 

入場無料 



ウィンターアクティビティ 

 

■キロロスキーリゾート 

ホテルより車で40分 , 1日券 3,200 円  

 

■札幌国際スキー場  

ホテルより車で40分， 3,400円  

 

■ニセコビレッジ 

ホテルより車で110分,  4,900円  



周辺観光モデルコース 

■小樽の街を体験するコース（5時間） 

ホテル >> ザ・グラススタジオ・イン・オタル >> 北海道ワ

イン >> 田中酒造亀甲蔵 >> 小樽運河散策 >> 堺町界

隈散策 

 

 

■文学・歴史観光コース（6時間） 

ホテル >> 市立小樽文学館・美術館 >> 旧日本郵船㈱

小樽支店 >> 小樽にしん御殿 >>小樽貴賓館 >>小樽運

河散策 >>堺町界隈散策 



周辺観光モデルコース 

■積丹の海岸コース（8時間） 

ホテル >> 神威岬 >>余市（ニッカウイスキー）

>> 小樽運河散策 >> 堺町界隈 散策  

 

 

■出発の日の観光コースA 

ホテル >> 余市（ニッカウイスキー） >> ニセコ 

(羊蹄山) >> 洞爺湖 >> 新千歳空港 

 



周辺観光モデルコース  

■出発の日の観光コースB 

ホテル >>札幌チョコレートファクトリー, 時計台 >> 千歳周辺の工場等見学 >>新

千歳空港 

 

■出発の日の観光コース： ゴルフ 

ホテル >> 小樽カントリークラブ >> 新千歳空港 
  
 

その他の周辺観光地を訪れることも可能です。  

  

  距離      時間 

札幌    36km       30分（JR 快速電車） 

新千歳空港  85km    65分（JR 快速電車） 

余市    30km    40分 （車） 

ニセコ    83km    1時間50分（車） 

洞爺湖  115km    2時間30分 



小樽のベイエリアに建つインターナショナルホテル — グランド

パーク小樽は、シーサイドリゾートならではの開放的な空間とホテ

ルならではの多彩なお料理、上質なホスピタリティで、お客様のご

滞在目的に合わせた最適なサービスを提供いたします。 
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全室32平米以上の広々とした空間と落ち着きのある上品なインテリア、そし

て、大きなガラス窓から望む海や山の美しい景色が、ゆったりとしたご滞在を

お約束します。 海側 
山側 



客室 — スーペリアルーム 

宿泊料金: 7,800円 お一人様 (１室２名利用) 

朝食付き  

 ※料金にはサービス料（10％）が含まれております。税金は含まれておりません。 
 

木の温もりが感じられる快適なスーペリアルーム。小樽特製のガラスのオブジェが

気品ある安らぎの空間を演出します。山側のお部屋からは小樽の街並みを、海側

のお部屋からは小樽港マリーナと石狩湾の景色をお楽しみ頂けます。 

 

ベッドタイプはツインまたはダブル 



客室 — デラックスルーム 

宿泊料金: 10,800円 お一人様 (１室２名利用)   

朝食付き  

 ※料金にはサービス料（10％）が含まれております。税金は含まれておりません。 
 

洗練された雰囲気が漂うゆったりとしたデラックスルーム。日常から離れた特別

な時間をお過ごし頂ける人気のお部屋です。山側のお部屋からはロマンティック

な小樽市内や天狗山の夜景が、海側のお部屋からは眼下に小樽港マリーナ、

その向こうには息をのむほどに美しい石狩湾の大パノラマをお楽しみ頂けます。  
ベッドタイプはツインまたはダブル 



レストラン / バー  

朝食からランチ、ディナーまでバラエティゆたかなお料理をブッフェスタイルでご提供。オープンキッチンの開放感と目の前に広がる小樽港マリーナのパノラマが、多彩なおいしさを引き立てます。 厳選されたワインや北海道のプレミアムウイスキーをお楽しみいただけるシーサイドバー＆レストラン。小樽ならではの寿司や本格的なイタリアンメニューもお楽しみ頂けます。 

青い海を見渡し、天井の高さがひときわのゆとりを醸し出すラウンジ。コーヒーブレイクなどにも、充実したサービスでお応えいたします。 北海道産のチーズやフルーツをぜいたくに使ったパンやデザートを、テイクアウトでお楽しみいただける人気のパティセリー。お土産やギフトに最適な品々もご用意しております。 北海道産の新鮮な海の幸や山の幸を、繊細な会席や豪快な鉄板焼きなどの「和」のアレンジでお楽しみ頂ける和食処。 

2階 テラスブラッセリー 2階 マリーナバー＆レストラン 

2階 ベイラウンジ 2階 パティセリー 2階 こころ 

7:00-20:30 
17:00-23:00 フードラストオーダー 22:00 

10:00-22:00 10:30-20:30 営業時間についてはお問い合わせください 



その他の施設 

グランドパーク小樽は、北海道最大級の商業施

設「ウイングベイ小樽」に直結し、映画館やスポー

ツジム、プール、温浴施設、大型書店、スーパー

マーケット、ゲームセンター、ボーリング場など天

候に左右されない様々なアミューズメントをお楽し

みいただけます。 



多目的にご利用頂けるご宴会・会議

室をご用意し、行きとどいた設備と経

験豊かなスタッフが、すべてに上質な

ホスピタリティでお迎えいたします。 

格式を重んじる様々なレセプションや

コンベンション、最高の趣向を凝らし

たイベント、国際会議から各種パー

ティまで、忘れられない感動のひとと

きにご利用ください。 



フロアーマップ 

◆5階・6階の宴会場・会議室フロアーを含む全館

で無料Wi-Fiをご利用頂けます。 

 

◆6階にはチャペル・神殿がございます。 



樹海 樹氷 樹林 銀河 流星 
星  海    月         ルーフテラス                カリヨン 

チャペル そら      ことぶき     おしどり       すえひろ 写真室 美容・着付室 

宴会場 平面図 

5階: 宴会場  

6階: 宴会場 他  

衣装室 



ボードミーティング 

5階 星 6階 おしどり/すえひろ/ことぶき 

会場面積  73㎡ 

間  口   9.1m 

奥  行  8.1m 

天井高 3.3m 

会場面積  53㎡  

*2分割可 

間  口   7.8m 

奥  行  6.8m 

天井高 3.3m 

Wi-Fi、マイク、スクリーン、プロジェクター、ホワイトボード、フリップチャート、ミーティングマット、ペン、

メモパッドをご用意いたします。 



宴会 / イベント 

5階 樹林 

会場面積   682㎡ 

* 2 分割可 

間  口   31.3m 

奥  行  20.7m 

天井高    7.0m 

円卓 (直径180cm)  
シアター 

◆ 高速 LAN回線 ◆ スクリーン 150 インチ以上 ◆ ステージ (120cm x 240cm) ◆ マイク最大本数: 有線 4, ワイヤレス 4 



宴会 / イベント  

5階 銀河/流星 

会場面積  242 ㎡ 

間  口   15.3m 

奥  行  15.5m 

天井高  4.0m 

銀河 流星 

◆ 高速 LAN回線 ◆ スクリーン 100 インチ以上 ◆ ステージ  ◆ マイク最大本数: 有線 2, ワイヤレス 2 



宴会 / イベント  
5階 海 5階 月 

会場面積  116 ㎡ 

間  口   8.5m 

奥  行  13.7m 

天井高  3.4m 

会場面積  81㎡ * 2分割可 

間  口  15.0m 

奥  行  5.8m 

天井高  3.4m 



展示会  
5階 銀河/流星 

会場面積   242 ㎡ 

間  口    15.3m 

奥  行   15.5m 

天井高   4.0m 

5階 樹林 搬入:   8:00-10:00 搬出: 18:00-20:00 

展示会会場: 1日終日 
会場面積  682 ㎡ * 2分割可 

間 口   31.3m 

奥 行  20.7m 

天井高  7.0m 



会場収容人数  

階数    会場名 面積 天井高  正餐 立食 スクール シアター コの字 ロの字 備考  

5階 

大宴会場 樹林 682㎡     7m 400 550 450 708 60 80 遮光 中宴会場 樹海 (1/2 樹林) 338㎡     7m 150 260 192 300 40 52 遮光 樹氷 (1/2 樹林) 338㎡     7m 150 260 192 300 40 52 遮光 流星 242㎡     4m 120 180 144 220 32 44 遮光 銀河 242㎡     4m 120 180 144 220 32 44 遮光 小宴会場 海 116㎡  3.4m 60 80 72 110 25 30 窓面：海側 月   81㎡  3.4m 40 55 54 80 18 18 窓面：海側 星   73㎡  3.3m 40 45 48 60 15 20 遮光 

6階 小宴会場 /会議室 そら 110㎡  3.6m 40 50 48 72 20 25 窓面：海側 ことぶき   53㎡  3.3m 30 30 36 50 12 15 窓面：海側 おしどり   53㎡  3.3m 30 30 36 50 12 15 窓面：海側 すえひろ   53㎡  3.3m 30 30 36 50 12 15 窓面：海側 



階数   会場名 

会食   

(2時間) 

会議  

(2時間) 

会議 

 (追加1時間) 

展示会 

 (8時間) 

5階 

大宴会場 樹林 110,000   220,000 110,000 880,000 中宴会場 樹海 (1/2 樹林) 55,000 110,000 55,000 440,000 樹氷 (1/2 樹林) 55,000 110,000 55,000 440,000 流星 39,600 79,200 39,600 316,800 銀河 39,600 79,200 39,600 316,800 小宴会場 海 19,800 39,600 19,800 158,400 月 15,400 30,800 15,400 123,200 星 13,200 26,400 13,200 105,600 

6階 小宴会場 /会議室 そら 27,500 55,000 27,500 220,000 ことぶき 8,800 17,600 8,800 70,400 おしどり 8,800 17,600 8,800 70,400 すえひろ 8,800 17,600 8,800 70,400 

 追加料金   

(2時間) 

220,000 

110,000 

110,000 

79,200 

79,200 

39,600 

30,800 

26,400 

55,000 

17,600 

17,600 

17,600 

会場使用料 

料金にはサービス料（10％）が含まれております。税金は含まれておりません。  

展示会会場費には搬入・搬出時間が含まれております。8時間を超える場合には、追加料金が発生いたします。 



貸出機材 

■映像機器 ・プロジェクター     15,000円 
 ・外注器材  液晶プロジェクター       ※料金については、お問い合わせください 

 

■音響器材 ・マイク ・CD/カセットデッキも有り ・自立式スピーカー ・グランドピアノ      10,000円 （調律代は含まれません）        

■会場設営  ・ステージ (2,400cmx1,200cm) ・テーブル (1,800cm)  ・椅子 ・ジョーゼット (ホワイト) ・金屏風 ・チェアカバー (ホワイトorブラック)     200円 ・ダンスパネル           500円 （ホテル所有枚数 80枚） ・ピンスポット           5,000円  

■通信機材  ※料金については、お問い合わせください ・ＦＡＸ機   インクジェット  (B4 送受信可)               レーザー           (B4 受信可)     

                ・コピー機  モノクロ複合機             ・モノクロＦＡＸ複合機    (クラス S) /  (クラス M)     フルカラー複合機                                                              
 

■看板 ・会場内看板 (3,600cmx500cm)             15,000円      

 (5,400cmx600cm)        25,000円 

 (7,200cmx900cm)        30,000円 ・玄関前看板 (910cmx 2,120cm)         20,000円        ・式次第   (2,000cmx1,000cm)        10,000円 ・スローガン (800cmx2,000cm)          10,000円 ・前垂れ                      1,000円 ・めくり看板                                 20,000円～  特殊看板については、追加料金が発生しますのでお問い合わせください。  ※料金には税金は含まれておりません。 



シーサイドミーティング  

料金 6,000円 (お一人様） 

 
プラン内容 

◆ 会議室利用 (9：00～22：00) 

◆ 無料Wi-Fi 

◆ マイク、 プロジェクター、スクリーン、 ホワイトボード、  

 ペン、 黒マット、メモパッド、 フリップチャート、 

 ミネラルウォーター 
◆ リフレッシュメント: コーヒー、紅茶、ウーロン茶、水、 

 プチケーキ、フルーツ、チョコレート、クッキー、 

 キャンディー  など 

 
* 10名様より承ります。  

 ※料金には税金・サービス料が含まれております  



オプション (お一人様料金) 
◆ ランチブッフェ    （テラスブラッセリー) :  1,500円 

◆ ディナーブッフェ（テラスブラッセリー) :  2,700円 

 

別途料金にて、宴会場での卓盛料理や宿泊のお手配もいたします。upon re-

quest. 

シーサイドミーティング 



チームワークの形成はビジネスを左

右する重要な要素の1つです。リー

ダーシップやチームワークの形成、コ

ミュニケーションスキルのアップに効

果的なチームビルディングプログラ

ムをご利用ください。 



チームビルディングプログラム 

1日目  アイスブレイク・イニシアティブゲーム 
 

ゲームなどに参加しながら、チームメンバーを理

解し、分かりあい、共感し合えるコミュニケーション

を学びます。 

 ◆ コミュニケーション ◆ 協力 ◆ 問題解決 ◆ リーダーシップ 

 



 

2日目 野外活動   

 

美しい小樽の街で、様々な活動を通して、チー

ムワークの構築と共同作業の大切さを学びま

す。  

 

費用:     

講師    54,000円 (最大80名まで) 

アシスタント   54,000円 (２グループ毎に１名) 

教材  3,000円 (1グループ毎) 

 
８名様以上でお申し込みください。 

別途費用にて通訳の手配も可能です。 

チームビルディングプログラム 



宴会料理  ◆ ブッフェメニュー                            5,500円 （お一人様）～ ◆ 卓盛りメニュー  5,500円 （お一人様）～ ◆ 和洋コースメニュー    6,600円 （お一人様）～ ◆ 和食会席           7,700円 （お一人様）～ 

 宴会飲み放題プラン  (2時間)   1,950円 (お一人様）～ ◆ ビール  ◆ ノンアルコールビール ◆ 日本酒  ◆ ワイン(赤・白) ◆ ウイスキー ◆ 焼酎 (麦・いも・甲種) ◆ ウーロン茶  ◆ オレンジジュース 

 単品料金  ◆ スパークリングワイン (乾杯用)     4,000円       ◆ 日本酒 (2合)     1,333円～ ◆ ワイン (フルボトル)             4,760円～       ◆ ウイスキー (グラス)           861円～ ◆ ビール (グラス)           908円～       ◆ 焼酎 (グラス)             602円～ ◆ ソフトドリンク (グラス)                  528円 

 ※持込料金はアイテムに関係なく1本 1,000円 です。 ※料金にはサービス料（10％）が含まれております。税金は含まれておりません。 
 
  



料金 2,500円 (お一人様)   

                フードフードフードフード    ◆ アーモンドチョコレート＆ローストナッツの盛り合わせ ◆ ミニチーズ＆鮭トバ＆チップス盛り合わせ 

 ドリンクドリンクドリンクドリンク ◆ ビール (サッポロ・アサヒ・キリンからお選びください) ◆ 日本酒 ◆ ウイスキー ◆ 焼酎 (麦・いも) ◆ ワイン (赤・白) ◆ ジントニック ◆ カンパリソーダ ◆ モスコミュール ◆ ウーロン茶 ◆ オレンジジュース ◆ ノンアルコールビール  カラオケ代無料 

 ※持込料金はアイテムに関係なく1本 1,000円 です。     ※料金にはサービス料（10％）が含まれております。税金は含まれておりません。 
 

 

2次会プラン A （2 時間）  



料金 3,000円 (お一人様)   

 フードフードフードフード ◆ アーモンドチョコレート＆ローストナッツの盛り合わせ ◆ ミニチーズ・鮭トバ＆チップス盛り合わせ ◆ イタリアンハム ◆ 杏仁豆腐 

 

ドリンクドリンクドリンクドリンク ◆ ビール (サッポロ・アサヒ・キリンからお選びください) ◆ 日本酒 ◆ ウイスキー ◆ 焼酎 (麦・いも) ◆ ワイン (赤・白) ◆ ジントニック ◆ カンパリソーダ ◆ モスコミュール ◆ ウーロン茶 ◆ オレンジジュース ◆ ノンアルコールビール 

 カラオケ代無料 

 ※持込料金はアイテムに関係なく1本 1,000円 です。 ※料金にはサービス料（10％）が含まれております。税金は含まれておりません。 

2次会プラン B （2 時間）  



 

料金 3,500円 (お一人様)   

 フードフードフードフード ◆ フルーツマフィン ◆ アーモンドチョコレート & ローストナッツの盛り合わせ ◆ ミニチーズ & 鮭トバ & チップス盛り合わせ ◆ イタリアンハム盛り合わせ ◆ スティック野菜と海老の唐揚げ  ◆ 杏仁豆腐 

 ドリンクドリンクドリンクドリンク ◆ ビール (サッポロ・アサヒ・キリンからお選びください) ◆ 日本酒 ◆ ウイスキー ◆ 焼酎 (麦・いも)  ◆ ワイン (赤 ・白) ◆ ジントニック ◆ カンパリソーダ ◆ モスコミュール ◆ ウーロン茶 ◆ オレンジジュース ◆ ノンアルコールビール 
 カラオケ代無料 
 ※持込料金はアイテムに関係なく1本 1,000円 です。 ※料金にはサービス料（10％）が含まれております。税金は含まれておりません。 

2次会プラン C （2 時間） 



お問い合わせ 

T: 81 (0)134 21 3422   F: 81 (0)134 21 3403 

E: sales.gpot@parkhotelgroup.com 

グランドパーク小樽   

東京グローバルセールスオフィス  

T: 81 (0)3 6895 7325   F:81 (0)3 6895 7301 

E: tokyo.sales@parkhotelgroup.com 



お問い合わせ 

◆シンガポール 

T: (65)6593 6999  F: (65)6593 6969 

E: singapore.sales@parkhotelgoup.com 

 

◆北京 

T: (86 10)5923 1255  F: (86 10)5923 1027 

E: beijing.sales@parkhotelgroup.com 

 

◆上海 

T: (86 21)2211 9666  F: (86 21)2211 9777 

E: shanghai.sales@parkhotelgroup.com 

 

◆広州 

T: (86 20)2826 1888  F: (86 20)2826 1999 

E: guangzhou.sales@parkhotelgroup.com 

 

 

◆香港 

T: (852)3605 2030  F: (852)2242 9009 

E: hk.sales@parkhotelgroup.com 

 

◆ロンドン 

T: (44)1483 222 093  F: (44)1483 413 813 

E: uk.sales@parkhotelgoup.com 

 

◆シドニー 

T: (61) 2 8096 8781  

E: australia.sales@parkhotelgroup.com 

 

◆インド 

T: (91)11492 10000  

E: india.sales@parkhotelgroup.com  

グローバルセールスオフィス 




