
Overlooking Ishikari Bay and the Otaru Marina, Grand Park Otaru offers a 
heaven of tranquility in the vibrant city. The only international luxury hotel 
in Otaru is also directly linked to JR Otaru Chikko Station and Wing Bay 
Otaru, one of Hokkaido’s largest shopping malls. Dining options include 
five restaurants and bar. For events and banquets, ten function rooms, 
Western and Japanese style wedding chapels, together with its dedicated 
meeting specialists, will ensure an event like no other.

JR小樽築港駅や道内最大級の規模を誇るショッピング
モール「ウイングベイ小樽」に直結し、石狩湾と小樽港マ
リーナを一望できる静かなロケーションに建つ市内唯一
の本格的なインターナショナルラグジュアリーホテル。北
海道の大自然が育んだ食材をお楽しみいただける5つの
飲食施設、多彩なご利用目的にお応えできる大小10の宴
会場・会議室、2つの婚礼施設（チャペル／神殿）を有し、
卓越したサービスでお迎えいたします。

LOCATION
•	 Approximately	65	minutes	from	Shin	Chitose	Airport	and	25	minutes	

from	Sapporo	on	the	Airport	Express	for	Otaru	on	the	JR	Hakodate	Line
•	 Approximately	5	minutes’	walk	from	Otaru	Chikko	Station
•	 Short	drive	from	Sasson	Expressway
•	 7	minutes	drive	to	the	Otaru	Canal

位置
•	 新千歳空港から函館本線・快速エアポートで約65分、

札幌から約25分
•	 JR小樽築港駅から徒歩約5分
•	 札樽自動車道小樽ICからすぐ
•	 小樽運河から車で約7分
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ACCOMMODATION
•	 296	modern	guest	rooms	and	suites infused	with	subtle	touches	of	

Japanese heritage
•		7	Room	Types	-	Presidential	Suite	(1),	Executive	Suite	(1),	Bay	Suite	
(3),	 Japanese	Suite	 (3),	 Japanese	Room	(3),	Deluxe	Room	(Ocean	
view:	 67,	Mountain	 view:	 50),	 Superior	 Room	 (Ocean	 view:	 103,	
Mountain	view:	65)

SERVICES & FACILITIES
•	 Broadband	Internet	access	(Wi-Fi	/	LAN	cable)
•	 Currency	exchange
•	 Laundry	service
•	 Room	service	(11:00am	to	8:30pm)
•	 Sheltered	carpark

客室
•	 木の温もりと美しい眺望をお楽しみいただける296の客室及びスイー

トルームをご用意しています。
•	 客室タイプ：プレジデンシャルスイート（1室）、エグゼクティブスイート 
（1室）、ベイスイート（3室）、和室スイート（3室）、和室（3室）、デラックス
ルーム（オーシャンビュー：67室、マウンテンビュー：50室）、スーペリア
ルーム（オーシャンビュー：103室、マウンテンビュー：65室）

DINING
TERRACE BRASSERIE (LEVEL 2)
•		Savour	delectable a	la	carte	dishes	or	sumptuous	buffets	prepared		

with the freshest local ingredients from Hokkaido, set amidst  
breathtaking seaside views

•		Opens	daily	from	7:00am	to	8:30pm
•		Seats	124	persons

飲食施設
テラスブラッセリー（2階）
•	 北海道の食材をメインとしたバラエティー豊かなお料理をブッフェや

アラカルトでお楽しみいただけるシーサイドレストラン。
•	 営業時間：7:00am-8:30pm
•	 座席数：124席

サービス及び設備
•	 ブロードバンドインターネットアクセス（Wi-Fi／LANケーブル）
•	 両替サービス
•	 ランドリーサービス
•	 ルームサービス（11:00am-8:30pm）
•	 地下駐車場

〒047-0008北海道小樽市築港11-3				11-3	Chikko,	Otaru,	Hokkaido	Japan	047-0008
Tel:	0134-21-3111			Fax:	0134-21-3322			Email:	info.gpot@parkhotelgroup.com

マリーナバー＆レストラン（2階）
•	 小樽ならではの寿司や本格的なイタリアンメニューをプレミアムウイス

キーやワイン、カクテルなどと共にお楽しみいただけるダイニングバー。
•	 営業時間：5:00pm-11:00pm（フードラストオーダー：10:00pm）
•	 座席数：48席（テーブル席：34席／カウンター席：14席）

MARINA BAR AND RESTAURANT (LEVEL 2)
•		Home	to	the	freshest	sushi	and	Italian	specialties,	complete	with	a		
collection	of	signature	cocktails,	premium	whiskeys and	fine	wines

•		Opens	daily	from	5:00pm	to	11:00pm	(last	order	for	food	10:00pm)
•		Seats	48	persons

こころ（2階）
•	 北海道の新鮮な四季の食材を、会席や鉄板焼きなどの和のアレンジ

でお届けします。フォーマルな会食にもご利用いただける個室も2室
ご用意しています。

•	 完全予約制
•	 座席数：52席（テーブル席：26席／鉄板焼きカウンター：10席／ 

　　　　　　 個室（畳）：8席×2）

COCORO (LEVEL 2)
•		Featuring	a	Teppanyaki	counter	serving	up	traditional	Japanese	fare	

and Teppanyaki specialties. Private tatami rooms are available.
•		Opens	upon	prior	reservation
•		Seats	52	persons

ベイラウンジ（2階）
•	 コーヒーや紅茶と共に、ホテル特製のスイーツをお楽しみいただける

アトリウムラウンジ。
•	 営業時間：10:00am-10:00pm
•	 座席数：80席

BAY LOUNGE (LEVEL 2)
•		Offers a	 relaxing	 lounge	experience	complete	with	a	selection	of	

mouthwatering homemade cakes paired with coffee and teas
•		Opens	daily	from	10:00am	to	10:00pm
•		Seats	80	persons

PATISSERIE (LEVEL 2)
•		Home	to	an	extensive	menu	of	freshly-baked	breads	and	 

exquisite pastries
•		Opens	daily	from	10:30am	to	8:30pm

パティセリー（2階）
•	 ホテルメイドのパンやスイーツをはじめ、お土産やギフトに最適な品々

もご用意しております。
•	 営業時間：10:30am-8:30pm


