
LIFESTYLE  
ライフスタイル

Terrace Brasserie テラスブラッセリー
Enjoy delectable Italian and Asian buffet spreads amidst relaxing 
views of Ishikari Bay through majestic floor-to-ceiling windows.

バラエティ豊かなお料理をブッフェスタイルでお楽しみいただける
オールデイダイニング。

Marina Bar & Restaurant マリーナバー＆レストラン
Home to Italian specialties, along with signature cocktails, premium 
whiskey and fine wines.

地元食材を使った本格的なイタリアンを、オリジナルカクテルやプ
レミアムウイスキー、ワインと共にお楽しみいただけます。

Cocoro 和食処 こころ
Fine-dining restaurant featuring teppanyaki, sushi and traditional 
Japanese fare made from the freshest Hokkaido ingredients.

北海道の新鮮な四季の食材を寿司や鉄板焼き、会席などの和のア
レンジでお届けします。
 
Bay Lounge ベイラウンジ
Indulge in a classic lounge experience with delectable homemade 
cakes perfectly paired with coffees or teas.

コーヒーや紅茶とともに、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。
 
Patisserie パティセリー
Features homemade exquisite pastries, breads and desserts.

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。

Connect with Park Hotel Group
与百樂酒店集團紧密互动

グランドパーク小樽 @grandparkotaru
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Located in Western Hokkaido and 30 minutes away from the 
capital city of Sapporo, Grand Park Otaru is close to the JR Otaru 
Chikko station, quaint local shops as well as Wing Bay Otaru, one of 
Hokkaido’s largest shopping malls. 

Beyond the scenic sights and sounds, the hotel is home to 296 
guest rooms infused with subtle touches of the Japanese heritage. 
Its five restaurants and bars feature local and international fare 
while ten function rooms set the stage for the perfect event.

札幌中心部からわずか30分の距離に位置し、ＪＲ小樽築港駅や北
海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」に直結したシーサイドホテル。

眺望の良いゆったりとした296の客室、北海道の大自然が育んだ
食材をお楽しみいただける個性的なレストランやバー、多彩なご利
用目的にお応えできる大小10の宴会場・会議室を備え、レジャー
はもちろん、ビジネスでのご滞在にもご満足いただけるホテルです。

Wake up to breathtaking views of vast ocean or mountain ranges 
from the rooms at Grand Park Otaru. Designed in soothing neutral 
tones, the interiors exude modernity combined with traditional 
touches of Japanese elegance. 

ゆったりとした客室からは、石狩湾と小樽港マリーナを一望できる
「オーシャンビュー」、または、小樽市内や天狗山を望む「マウンテ
ンビュー」の素晴らしい眺望をお楽しみいただけます。木の温もりあ
ふれる優しいトーンのインテリアと小樽ならではのガラスのオブジ
ェが、気品ある優雅なリゾート空間を演出しています。

ACCOMMODATION 
宿泊

ROOM TYPES 客室タイプ

SERVICES & FACILITIES サービス＆設備
• Broadband Internet access (WiFi/LAN cable)

• Currency exchange 

• Function rooms

• Laundry service

• Private chapel  
 (Japanese or Western style) 

• Room service 

• Sheltered carpark 

• ブロードバンドインターネットアクセス（WiFi / LANケーブル）
•  両替サービス
•  宴会場・会議室
•  ランドリーサービス
•  チャペル・神殿
•  ルームサービス
•  地下駐車場

MEETINGS AND EVENTS 
ミーティング＆イベント

Whether it is a lavish dinner banquet, corporate boardroom 
meeting or informal outdoor cocktail party, choose from our 
range of elegant and spacious function spaces fitted with 
modern technology and can accommodate up to 700 persons. 
 
The hotel’s Japanese and Western style wedding chapels, set 
against the magnificent backdrop of Otaru’s famous Ishikari  
Bay, also makes for a lifetime of special memories. 

700名様まで収容可能な大宴会場を中心に、大小10の宴会場・会
議室をご用意しております。国際会議からビジネスミーティング、レ
セプション、パーティまで、ご利用目的に合わせた良質なサービスと
ホスピタリティーでお迎えいたします。

また、海の絶景を望む3方ガラス張りのチャペルや神殿では、一生
の思い出を最もロマンティックに演出し、お二人の新たな旅立ちを
祝福いたします。

Room Types
客室タイプ

No. of 
Rooms
客室数

Presidential Suite プレジデンシャルスイート 1

Executive Suite エグゼクティブスイート 1

Bay Suite ベイスイート 3

Japanese-Style Suite 和室スイート 3

Japanese-Style Room 和室 3

Ocean View Deluxe Room オーシャンビューデラックスルーム 67

Mountain View Deluxe Room マウンテンビューデラックスルーム 50

Ocean View Superior Room オーシャンビュースーペリアルーム 103

Mountain View Superior Room マウンテンビュースーペリアルーム 65


