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※ご本人のみ　※他の割引等との併用不可
仮装して来店＋SNSにアップした方は30％引き！
10/26(土)～31(木) ハロウィンフェア！

2F テラスブラッセリー 2F テラスブラッセリー 

秋の味覚が楽しめるごちそうが揃いました♪

※10/1(火)～料金が変更になりました。

【平　日】大人
【土日祝】大人 7-12歳

65歳以上 7-12歳
9/30(月)まで

※10/1（火）～料金が変更になりました。

9/30(月)まで　大人

¥4,000大     人 ¥2,0007 - 1 2歳

スタンプラリー対象 ホームページ予約特典あり

11:30am-2:00pm

ランチ＆ディナーブッフェ ～秋のごちそうフェア～

¥1,900

¥1,836

¥3,996 7-12歳 ¥1,998

¥2,052 ¥1,026
¥1,620 ¥918

大     人

6歳以下 無料

6歳以下 無料

6歳以下 無料

6歳以下 無料

¥1,0007 - 1 2歳¥1,65065歳以上平　日

土日祝

5:30pm-8:00pm

¥2,100大     人 ¥1,1007 - 1 2歳

9/1（日）～10/31（木）
◆ランチブッフェ

◆ディナーブッフェ

開業10周年記念★
毎月10日はラッキーデー！

2019年の毎月10日、テラスブラッセリーにて3,000円のご利用ごとに
1回、抽選にチャレンジできます！

メニュー例

◆ランチブッフェ限定メニュー

ドリンクバー付き（全18種）

● シーザーサラダ
● 秋刀魚の南蛮漬け
● 棒棒鶏　特製芝麻醤ソース
● テラスブラッセリー特製“鶏肉と茸のピザ”
● 茸の和風パスタ
● 点心２種（カニ小籠包　もちもち水餃子）
● スケソウダラの香酢餡かけ
● 牛肉炒飯

● 牛たん入りつくね
● “ムサカ”（挽肉と野菜の重ね焼き）
● ジューシー牡蠣フライ
● 道産秋鮭の特製ザンギ
● カボチャのクリームスープ
● カボチャのチーズケーキ
● ハスカップのゼリー
● ワッフルコーナー
                               ほか

● ローストポーク 和風ソース

◆ディナーブッフェ限定メニュー
● ローストビーフ　バターライス添え
● 北海丼　雲丹ソース
● 道産豚のしゃぶしゃぶ　鮭ポン酢

お問い合わせ・ご予約
レストラン係 TEL：0134-21-3402 　E-mail：fnb.gpot@parkhotelgroup.com

ランチブッフェ▶ ディナーブッフェ▶お得な特典情報・ご予約はこちら　grandparkotaru.com



ご予約はこちら　grandparkotaru.com

お問い合わせ・ご予約
レストラン係 TEL：0134-21-3402 E-mail：fnb.gpot@parkhotelgroup.com

2F 和食処こころ

詳細・ご予約はこちら　grandparkotaru.com

お問い合わせ・ご予約
レストラン係 TEL：0134-21-3402 E-mail：fnb.gpot@parkhotelgroup.com

北海道産の旬の食材を多彩な和のアレンジでお届けします。
アラカルト＆おすすめメニュー

メニュー例

◆ 季節の逸品（9～10月のおすすめ）

● お寿司盛り合わせ（茶碗蒸し・お吸い物付き）
● お刺身盛り合わせ

¥2,300／¥3,400／¥3,900
（5種）¥2,900／（7種）¥4,900

◆ アラカルト

他にも多彩なメニューをご用意しております

5:30pm-9:00pm （LO 8:30pm）

● 真カスべの煮凝り
● 秋刀魚刺身（三味盛り合わせ）
● 浅利と色々茸の酒蒸し

● 玉蜀黍とずわい蟹のかき揚げ
● 秋刀魚の炙り棒寿司
● 白老牛の朴葉味噌焼き

● 銀鱈西京焼き
● 鮑のステーキ

¥950
¥1,250
¥1,250

¥1,550
¥1,650
¥2,850

¥1,850
¥3,500

● 開ほっけ
● 焼タラバ

¥2,200
¥5,100

スタンプラリー対象

※10/1(火)～料金が変更になりました。

（火）～ （火）10/1 12/31 5:30pm-9:00pm（LO 8:30pm）

北海道の至高の牛肉「白老牛」や、北海道産の海鮮が楽しめる鉄板焼きコース

※12/23～12/25はクリスマス特別メニューとなります

鉄板焼きディナーコース

蝦夷鮑とオホ－ツク産鱈場蟹 特撰白老牛サーロインコース ¥15,000

十勝ハーブ牛“Teppan”コース ¥5,000

¥10,000
¥12,000

● 先付 お刺身湯葉　鮭醤油　山葵　柚子
● 御造里 道産鰤の薄造り　ナスタチウムとイギリスの塩マルドンで
● 海鮮 活蝦夷鮑の生雲丹乗せ　特製カニミソソース　香草
　　　　　　　　オホーツク産鱈場蟹　バルサミコソース　レモン
● 口直し 炙り帆立とフルーツトマトのキウイドレッシング掛け
 オニオンスライス　バジル
● 肉皿 特撰白老牛サーロイン　A5ランク　旬の焼き野菜
 特製３種のソース（にんにく醤油　塩山葵　鮭ポン酢）
● 食事 卵たっぷり 青しそ香る特製ガーリックライス　鮭節の味噌汁　香の物
● デザート ミルクジェラート　または　抹茶アイス

その他にも下記のコースメニューがございます。
◆ 旬の魚介と特撰白老牛サーロインコース
◆ オマール海老と特撰白老牛サーロインコース

※季節や市場の状況により産地やメニュー内容が変更になる場合がございます

スタンプラリー対象

11:30am-2:00pm（LO）

十勝ハーブ牛サーロインの鉄板焼きをメインに、話題の締めパフェまで楽しめる
ちょっと贅沢なランチ限定メニュー。

鉄板焼きランチコース

要予約（前日まで）

2F 和食処こころ



今年１年間に渡って10周年オリジナルカクテルを毎月ご紹介します！

2F マリーナバー&レストラン

5:00pm-11:00pm(LO)10/1（火）～10/31（木）

お問い合わせ
レストラン係 TEL：0134-21-3402 E-mail：fnb.gpot@parkhotelgroup.com

詳細はこちら　grandparkotaru.com

開業10周年記念カクテル
ホームページ予約特典あり

夕日に照らされた紅葉をイメージ致しました。
ジン フランボワーズリキュール、ベルモットを合わせ、甘くほろ苦いカクテルに仕上
げました。

ハロウィンカラーをイメージし、フルーティで爽やかな味わいに仕上げました。
ストローで混ぜることにより様々な味に変化するカクテルです

◆ 「Trick or Treat」（トリック オア トリート） ¥1,100

¥1,100◆ 「夕紅葉」 （ゆうもみじ）

2F 和食処こころ

詳細・ご予約はこちら　grandparkotaru.com

お問い合わせ・ご予約
レストラン係 TEL：0134-21-3402 E-mail：fnb.gpot@parkhotelgroup.com

北海道・小樽ならではの食材を使った多彩な御膳をご用意しています。
セットメニュー

メニュー例

● 天麩羅5種／小鉢／茶碗蒸し／白飯／香の物／味噌汁／水菓子 ¥3,900
◆ 天麩羅御膳

● 小鉢／刺身／温物／焼魚／煮物／小鍋／食事／水菓子 ¥6,000
◆ 北海道満喫御膳

● 小鉢／温物／焼物／鍋物／揚物／食事／季節のデザート ¥8,200
◆ 北の贅づくし 極膳

● 三色丼（帆立、ずわい蟹、サーモン、いくら、甘海老の5種類より3種）／
  小鉢／茶碗蒸し／お吸い物／水菓子 ¥4,100

◆ 北海三色丼

他に、道産和牛すき焼きセット　6,000円/
道産和牛しゃぶしゃぶセット　6,000円もご用意しております。

5:30pm-9:00pm （LO 8:30pm） スタンプラリー対象

※10/1(火)～料金が変更になりました。



11:00am-8:30pm時  間

¥1,100 
（コーヒー・紅茶はお代わり自由）

料　金

お問い合わせ
レストラン係 TEL：0134-21-3402 E-mail：fnb.gpot@parkhotelgroup.com

詳細はこちら　grandparkotaru.com

（飲み物のお代わりはできません）

※ショップのケーキがなくなり次第終了

パティシエ＆ベーカー特製の10月限定商品をご紹介します！

10月のおすすめスイーツ＆ブレッド

ケーキセット

10:30am-8:30pm10/1（火）～10/31（木）

お問い合わせ
レストラン係 TEL：0134-21-3402 E-mail：fnb.gpot@parkhotelgroup.com

詳細はこちら　grandparkotaru.com

2F パティセリー

栗とマロンペーストがたっぷり詰まったタルトです。クランブルのカリカリ
食感をお楽しみください。

コーヒーや紅茶、ソフトドリンク等をご注文頂いた方に限り、併設ショップ
「パティセリー」で販売しているカットケーキを、飲み物代+100円でお楽しみ
いただけます！

¥420

フランス産のマロンペーストをサクサクのデニッシュ生地に包み込んで焼き
上げ、チョコレートでアクセントを付けました。

¥330

スタンプラリー対象

スタンプラリー対象

紅茶は香り高い「ロンネフェルト」！
・タルトレットマロン

平日限定★スペシャルケーキセット
北海道産のかぼちゃと生クリームを使ったショートケーキ風スイーツ。ハロウィン
チョコを飾って仕上げました。

¥420・ハロウィンショート

■スイーツ

・マロンデニッシュ
■ブレッド

パティシエ手作りの選べるケーキと、
コーヒーまたは紅茶のセット。　
海を眺めながら、ごゆっくりおくつろぎください。

● コーヒー・紅茶等 ● ケーキ ¥100＋¥750～

2F ベイラウンジ



懐かしい友人や恩師との楽しいひとときを過ごすプラン！
多彩なお料理とドリンクが思い出に残る1日を華やかに演出します。
開業10周年を記念して、お得な料金プランもご用意いたしました。

ご宴会

（月）～ （火）7/1 12/31

（日）～ （火）9/1 3/31

同窓会・クラス会プラン
開業10周年記念限定開業10周年記念限定

¥4,000/¥5,000/¥6,000/¥7,000/¥8,000
お一人様料  金

特  典

プラン内容

◆ ¥6,000プラン〈10名様より〉　卓盛料理+飲み放題（120分）
◆ ¥7,000プラン〈10名様より〉　卓盛料理またはブッフェ料理+飲み放題（150分）
◆ ¥8,000プラン〈10名様より〉　卓盛料理またはブッフェ料理+飲み放題（150分）

◆ ¥4,000プラン〈20名様より〉　ブッフェ料理+飲み放題（120分）
◆ ¥5,000プラン〈10名様より〉　卓盛料理+飲み放題（120分）

① 20名様毎に1名様無料　　
② 30分飲み放題延長
③ 機材等の貸出無料(スクリーン/プロジェクター/カラオケ/ホワイトボード）

1 ￥5,000以上のプラン　幹事1名様無料
2 ￥6,000以上のプラン　下記の中から2つの特典が選べます

3 ￥8,000プラン限定　乾杯用スパークリングワイン進呈

お問い合わせ
広報室 TEL：0134-21-3443 E-mail：pr.gpot@parkhotelgroup.com

詳細はこちら　grandparkotaru.com

お問い合わせ・ご予約
宴会営業 TEL：0134-21-3110 E-mail：bqt.gpot@parkhotelgroup.com

詳細はこちら　grandparkotaru.com

ホームページ予約特典あり

ご宿泊

お問い合わせ・ご予約
宿泊予約 TEL：0134-21-3440 E-mail：rsvn.gpot@parkhotelgroup.com

お得な特典情報・ご予約はこちら　grandparkotaru.com

ママプラン◆朝食付き
～ママにもお子様にも嬉しい特典満載～
ママ友とのご旅行にもおすすめです！

他にも多彩な宿泊プランをご用意しています

料  金

特  典

¥6,500～お一人様1泊朝食付き2名1室

公式ホームページからのご宿泊予約が一番お得です
ベストレートギャランティー

★ママ特典
ケーキorウェルカムドリンク（アルコール類含む）
★お子様特典
①朝食時「お子様プレート」をご用意
②キッズアメニティ

※詳細はホームページにてご確認ください

他にも多彩な宿泊プランをご用意しています

美しい海を眺めながら、レストランにて和洋朝食ブッフェ朝  食
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