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グランドパーク小樽

grandparkotaru.com

※掲載画像はすべてイメージです。　Pictures are for illustration purpose only.
※料金にはすべて、税金やサービス料が含まれております。（一部除く）　All prices are inclusive of government tax and service charge.
※フェアやプラン内容、料金、メニューは変更となる場合がございます。　Rates and menus are subject to change.

グランドパーク小樽 @grandparkotaru @grandparkotaru

グランドパーク小樽 ニュースレター2019年9月号

AnniversaryAnniversary
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2F テラスブラッセリー 2F テラスブラッセリー 

¥3,996大     人 6歳以下 無料¥1,9987 - 1 2歳

スタンプラリー対象 ホームページ予約特典あり

※10/1(火)～料金が変更となります。

※10/1(火)～料金が変更となります。

秋の味覚が楽しめるごちそうが揃いました♪

9/1（日）～10/31（木）

11:30am-2:00pm

5:30pm-8:00pm

ランチ＆ディナーブッフェ ～秋のごちそうフェア～

¥1,836大     人 6歳以下 無料¥9187 - 1 2歳

¥1,62065歳以上
平　日

土日祝 ¥2,052大     人 6歳以下 無料¥1,0267 - 1 2歳

メニュー例

◆ランチブッフェ限定メニュー

◆ランチブッフェ

◆ランチブッフェ◆ランチブッフェ ◆ディナーブッフェ◆ディナーブッフェ

◆ディナーブッフェ

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

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！

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

  65歳以上    の方は     
  ランチブッフェ&     ディナーブッフェ

   30％ 割引！ 
※他の割引・特典等　　との併用不可
※年齢が確認できる　　ものをお持ちください

敬老の日 フェア
9/14（土）～   16（月・祝）は



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

¥2,200／¥3,300／¥3,800
（5種）¥2,800／（7種）¥4,800

◆ 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

● 雲丹とカニ味噌の和風バーニャカウダ
● 八角軍艦焼き 

¥900
¥1,200
¥1,200

¥1,500
¥1,600
¥2,800

¥1,890
¥2,500 ● 焼タラバ ¥5,000

スタンプラリー対象

※10/1(火)～料金が変更となります。

2F 和食処こころ

十勝ハーブ牛サーロインの鉄板焼きをメインに、野菜たっぷりのサラダや
話題の締めパフェが楽しめる、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

11:30am-2:00pm

十勝ハーブ牛“Teppan”コース

鉄板焼きコース

¥5,000

¥10,000
¥12,000

¥15,000

● 野菜が喜ぶ海鮮ドレッシングのサラダ
● 野菜の旨味を凝縮“Teppan”焼き野菜
● 17種類のハーブを食べながら大自然の中で丁寧に育てられた
  ブランド牛“十勝ハーブ牛”サーロインの“Teppan”焼き
● ふんわり卵にこだわった特製ガーリックライスと袱紗味噌仕立て
● お昼の締めパフェ　抹茶　苺　マカロン　季節のフルーツ
● コーヒー、紅茶またはハーブティー

※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

上記メニューは前日までの予約にてランチタイムでもお楽しみいただけます。

● 旬の魚介と特撰白老牛サーロインコース
● 厳選魚介と特撰白老牛サーロインコース
● 蝦夷鮑とオマール海老
  特撰A5ランク白老牛サーロインスペシャルコース

スタンプラリー対象

要予約（前日まで）

予約不要

（LO）

◆ 7月～9月のメニュー
5:30pm-9:00pm（LO 8:30pm）



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)（日）～ （月）9/1 9/30

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

少し肌寒くなる秋をイメージしたほのかに甘酸っぱいカクテル。

「秋」という季節が持つ、ちょっぴり切ないような、寂しいような雰囲気を表現しました。
◆デイドリーム ¥1,100

¥1,100◆実（みのり）

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／お吸い物／水菓子 ¥3,800
◆ 天麩羅御膳

● 小鉢／刺身／温物／焼魚／煮物／小鍋／食事／水菓子 ¥5,940
◆ 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 ¥8,100
◆ 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 ¥4,000

◆ 北海三色丼

他に、道産和牛すき焼きセット　5,940円/
道産和牛しゃぶしゃぶセット　5,940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)～料金が変更となります。



※詳細についてはお問い合わせください。

秋の食材を使ったお料理と、120分飲み放題がセットになった観楓会プラン。

ご宴会

9/1（日）～11/30（土）

9/17（火）～11/30（土）

秋の観楓会プラン

「秋の観楓会プラン」限定 宿泊プラン
特別価格にてお得な宿泊プランをご用意しました。

¥6,000/ ¥7,000お一人様料  金

料  金

期  間

内  容 ※10名様より承ります卓盛料理+飲み放題

特  典 ◆ 20名様毎に1名様無料！
◆ カラオケ無料

¥7,000お一人様 ～1泊朝食付き 2名1室

パティシエ＆ベーカー特製の9月限定商品をご紹介します！

9月のおすすめスイーツ＆ブレッド

10:30am-8:30pm（日）～ （月）9/1 9/30

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

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

コーヒースポンジに白ごまのシロップをたっぷりと塗り、バタークリームと
チョコガナッシュに白ごまペーストをふんだんに練りこんだ、濃厚なごま風味が
たっぷりのスイーツです。

¥420

もちもちした生地に黒ごまをまぜて、中には甘いさつまいものあんをたっぷり
入れて焼き上げました。

¥320

スタンプラリー対象

・セザムオペラ

さつまいもをたっぷり使ったムースの中に、カスタードムースと甘酸っぱいりんご
ジャムを入れて、さつまいもをトッピングした秋を感じる一品です。

¥420・スイートポテトムース

■スイーツ

・さつまいもあんぱん
■ブレッド



応募方法 グランドパーク小樽公式ホームページ　専用フォームより受付
賞　金 最大５万円

開業10周年記念「グランドパーク小樽開業10周年記念特別賞」を新設し、
1名様に賞金1万円プレゼント！
※詳細は公式ホームページをご確認ください。

グランドパーク小樽の夏の写真を大募集！
各種賞に選ばれた画像を撮影した方には賞金を贈呈するほか、画像は
グランドパーク小樽が今後発行する印刷物やウェブサイト等で使用します。

夏のフォトコンテスト

7/1（月）～9/30（月）必着

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
広報室 TEL：0134-21-3443 E-mail：pr.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

グランドパーク小樽◆開業10周年記念プラン
～憧れのスイートルームに泊まるチャンス～
2019年、グランドパーク小樽はリブランド開業から10周年を迎えました。
お客様への感謝を込めて、条件に該当するお客様限定のスイートルーム宿泊
特別プランをご用意しました。

ベイスイート（64平米）/　エグゼクティブスイート（96平米）/
プレジデンシャルスイート（128平米）

他にも多彩な宿泊プランをご用意しています

料  金 ¥17,280～お一人様1泊素泊まり 2名1室

¥18,306～お一人様1泊朝食付き2名1室

客  室

朝食付きプランの方は、美しい海を眺めながら、テラスブラッセリー
（2Ｆ）にてメニュー豊富な和洋朝食ブッフェをお楽しみください。

朝  食

9/1（日）～12/19（木）

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

● ご宿泊日時点で、10歳のお子様がいらっしゃるお客様 
● 苗字またはお名前に「十」が付くお客様 
● 誕生月が「10月」または誕生日が「10日」 
※証明書等ご持参願います。 

■下記のいずれかの条件に当てはまるお客様限定の特別プランです！■

イベント情報

エグゼクティブスイートエグゼクティブスイート

プレジデンシャルスイートプレジデンシャルスイート ベイスイートベイスイート
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