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［報道関係お問い合わせ先］ 

札幌パークホテル マーケティング課 担当：関  

E-mail：naoko_seki@granvista.co.jp Tel：011-511-3143 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：須田貞則）が経営する、 
札幌パークホテル(札幌市中央区、総支配人：荒木田 康)では、コロナ禍でのゴールデンウィークをご家族で心おきなく 
お愉しみ頂ける万全の感染防止対策を講じたプランとして、ホテル内のレストラン 2店舗で 4月 29日（祝・木）より 
「Golden Week Fair 2021」を開催いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「テラス deBBQ」                          ホテル中庭のテラス 
 
外出の機会が少なく、思い出作りが難しい今、札幌パークホテルではゴールデンウィーク期間中の家族団らんにおいて、少し

でも多くのお客様に安心してご利用いただけるよう万全の感染防止対策を講じた新しいスタイルのバイキングやホテル中庭のテ
ラス席でお料理をお愉しみいただける「テラス deBBQ」 などのプランをご用意。またゴールデンウィーク期間中は、対象のプラン
をご利用いただいたお客様に宿泊券やお食事券、人気の冷凍ミールキットなどが当たる抽選会も実施いたします。 
ぜひ、滝の流れる音や新緑の香り、そして北海道の食材をふんだんに使用したお料理などで北海道の自然を感じながら 

ご家族で愉しいひと時をお過ごしください。 
 
札幌パークホテルは、これからも新しい生活様式を取り入れ、新たな取り組みをお客様に提供することにより、皆様の生活が

より豊かなものとなるよう歩み続けてまいります。

札幌パークホテル ～ Golden Week Fair 2021 ～ 
宿泊券やオリジナル商品が当たる抽選付！ 
提供期間：2021年 4月 29日（祝・木）～5月 5日（祝・水） 

2021年 4月 16日 SPH-21-2 
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◇◆ 「Golden Week Fair 2021」 企画概要◆◇ 

【対象店舗】 
 1階 テラスレストラン ピアレ  / 4階 四川料理 桃源郷 
 
【対象期間】  

2021年 4月 29日（祝・木）～5月 5日（祝・水） 
 
【ご利用特典】  
① 食事券やホテルオリジナル商品が当たる抽選会 
  1等 日本ハムファイターズ観戦ペアチケット（プラチナシート、6月の札幌ドーム戦） 6名様 
  2等 札幌パークホテル ペア宿泊券（ツイン） 5名様 
  3等 札幌パークホテル レストランお食事券 （3,000円分） 20名様 
  4等 札幌パークホテル 冷凍ミールキット（2個入り） 20名様 
  その他、ご応募のお客様全員に次回ご利用いただけるレストラン割引チケット（10％OFF券）をお配りいたしま
す。 
※抽選は 1 グループ 1回、対象プランをご利用のお客様に限ります。 
 対象プランをご利用のお客様に応募用紙をお渡しいたしますのでご記入ください。 

  厳正な抽選の上、当選者を決定いたします。 当選者の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。 
 
②グランビスタメンバーシップ 「グランビレッジ」 ポイントアップ 
  新規入会特典：入会無料。入会時に 500ポイント進呈  ご利用金額に合わせた獲得ポイントが 3倍に 
  既存会員：ご利用金額に合わせた獲得ポイントが 3倍に 
グランビスタメンバーシップ 「グランビレッジ」 URL: members.granvista.co.jp/ 
 
【ご予約・お問い合わせ】 
 ・電話予約 

 札幌パークホテル 食堂予約係 011-511-3136 
 ・WEB予約 
  テラスレストラン ピアレ  URL:park1964.com/rest/piare/ 
  四川料理 桃源郷    URL:park1964.com/rest/togenkyo/ 
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【対象プラン】 
※記載の提供価格は全て消費税、サービス料を含んだ価格です。 
 
■テラスレストラン ピアレ 
テラス de BBQ 
ホテル中庭のテラスで、準備も後片付けも不要の気軽な BBQはいかがですか。 
【提供時間】 11：30～17：00（最終入店 15：00） 
【提供価格】 おひとり様 4,000円   
【メニュー詳細】 
≪ BBQ ファーストセット ≫ 
・ 季節の野菜盛り合わせ 
・ 牛肉、仔羊、鶏肉、豚スペアリブ、ソーセージ 
・ 帆立貝、イカ、エビ 
その他、アラカルトメニューも多数ご用意しております。 
 
※前日までに要予約 
※雨天時は店内にて、調理済みのお料理をお愉しみいただけます。 
 
テラス de ピクニック 
ホテル中庭のテラスで、自然を感じながらピクニック気分でお愉しみください。ワンプレートで提供されるのも安心です。 
【提供時間】 11：30～17：00 
【提供価格】 おひとり様 1,500円   
【メニュー詳細】 
≪ 世界のサンドイッチ～モロッコ編 ≫  
・ モロッコ風 ホブスと仔羊トマト煮込みのサンドイッチ 
・ ポテトのフリット クミン風  他全 3品 
 
≪ サラダランチプレート～モロッコ編 ≫  
・ モロッコ風鶏肉とクスクスのサラダランチプレート 
・ モロッコ風 ハリラスープ   他全 4品 
                                                 世界のサンドイッチ～モロッコ編  
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ゴールデンウィークランチバイキング（90分制） 
グリルビーフの食べ放題のほか、お子様の大好きなメニューをたくさん揃えました。 
【提供時間】 11：30～15：00（最終入店 13：30） 
【提供価格】 おひとり様  2,500円 
        65歳以上 2,250円 
         小学生   2,000円 ≪小学生未満無料≫ 
【メニュー詳細】 
≪ スペシャルメニュー ≫ 
・店内の鉄板で焼き上げるグリルビーフ 
・スパゲティナポリタン 
・ピッツァマルゲリータ 
・ハンバーグ チーズ焼き 
・マカロニグラタン  など                                 メニュー一例（イメージ） 
 
ゴールデンウィークディナーバイキング（90分制） 
大人から子どもまで愉しめる肉料理を中心としたラインナップをご堪能ください。 
【提供時間】 17：00～21：00（最終入店 19：30） 
【提供価格】 おひとり様  6,000円  
         小学生   4,200円 ≪小学生未満無料≫ 
【メニュー詳細】 
≪ スペシャルメニュー ≫ 
・石狩産仔羊のジンギスカン仕立て 
・北海道産牛肉のビーフシチュー 
・北海道産豚肉のロースト 
・パルマ産生ハム など                               

 石狩産仔羊のジンギスカン仕立て 
 
 
 
 
 
 
お客様に安全してご利用いただけるよう、お料理には蓋付きの容器を使用する他、飛沫感染パネルの設置やソーシャルディン
スタンス確保のためのブッフェ台の一方通行化、混雑状況に応じた入場制限などの感染防止対策を講じております。 
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■四川料理 桃源郷 
【ゴールデンウィーク】 行楽菜譜（こうらくさいふ） 
今年のゴールデンウィークは家族そろって中華で一家団欒はいかがですか？ 
お子様にも人気のメニューを取り入れたボリュームたっぷりのプランです。 
【提供時間】 17：00～21：00（最終入店 20：00） 
【提供価格】 おひとり様  6,000円  
【メニュー詳細】 
・三種前菜盛り合わせ 
・牛肉とピーマンのオイスターソース炒め 
・小籠包、しゅうまい 
・鶏もも肉の唐揚げ 油淋（ユーリン）ソースかけ 
・海老の四川チリソース煮 
・三元豚とじゃがいもの黒酢酢豚 
・五目入りあんかけ焼きそば 
・正宗杏仁豆腐                                   行楽菜譜（こうらくさいふ） 
 
※ご利用は 2名様より 
 
【土・日・祝限定】 ホリデーテーブルオーダーランチバイキング（90分制） 
座ったままでアツアツのお料理をテーブルでお好きなだけお愉しみいただけるランチバイキングです。 
【提供時間】 11：30～15：00（最終入店 13：30） 
【提供価格】 おひとり様  4,800円  
         65歳以上 4,300円 
         小学生   3,000円 
         小学生未満～未就学児童 1,000円 
【メニュー詳細】 
・蟹肉と貝柱、鶏肉入りふかひれの煮込み 
・三元豚の黒酢酢豚 
・海老と烏賊の XO醤炒め 
・蟹肉と貝柱入りチャーハン                              メニュー一例（イメージ） 
・牛肉の黒胡椒炒め   他全 50品より食べ放題 
 
※ご利用は 2名様より 
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【新北海道スタイル安心宣言を踏まえたホテルの取り組み】 

 
札幌パークホテルでは、北海道庁から発表された「新北海道スタイル」安心宣言を踏まえ、お客様とスタッフの健康と安全、
公衆衛生を第一に、以下の対策およびお客様にお願いをさせていただいております。 
●検温の実施 
ホテルご来館時に 37.5℃以上の発熱をされているお客様、また体調の優れないお客様は、ご入館をご遠慮いただいておりま
す。※37.5℃の基準は行政の指針によるものです。 
●アルコール消毒液の設置 
各フロアにおけるロビーやレストラン、宴会場、ホテルショップに消毒液を設置し、お客様がよりご利用いただきやすい安全・安
心な環境整備に努めております。皆様のご協力をお願いいたします。 
●マスクの着用をお願いいたします。 
●ホテル内の通常清掃に加え、不特定多数のお客様が触れる箇所は定期的な消毒を実施しております。 
●エレベーターや喫煙所につきまして、過密防止のため、定員を制限させていただきます。ご利用の際は、譲り合ってご利用い
ただきますようご協力をお願いいたします。 
その他、宿泊・レストラン・宴会に関する詳細の取り組みにつきましては下記ページよりご確認くださいませ。 
http://www.park1964.com/information/measuresofcovid19.html  
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グランビスタ ホテル&リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルと
して誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティ
ホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、
ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展
開、地域とともに歩んでいます。 
 

企業名： 株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート 
所在地： 東京都千代田区内神田 2-3-4 S-GATE大手町北 5F 
創立： 1958年 8月 27日 
資本金： 1億円 
代表取締役社長： 須田 貞則 
TEL： 03-5209-4121 （代表） 
URL： granvista.co.jp 
Facebook： facebook.com/granvista.co.jp 

札幌パークホテルは、1964 年 7 月に緑溢れる中島公園の中に開業し
ました。お客様が自分を取り戻し輝かせることができるシティ・リゾートホテ
ルとして、また国際都市札幌における社交場、コンベンションホテルとし
て、国際化時代に対応した数々の実績を挙げております。1972年、 
オリンピック冬期札幌大会の IOC 本部ホテルをはじめ、近年では JCI
（国際青年会議所）世界会議、アジア国連軍縮会議等、多くの国際
会議・コンベンションの施設として指名を受けております。また、皇族の
方々を始め、多くの賓客・各国の要人をおもてなししてきた歴史と伝統に
より、お客様からも高い信頼を得ております。 
※札幌パークホテルは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。 

名 称：札幌パークホテル 
所在地：〒064-8589 

北海道札幌市中央区南 10条西 3丁目 1番 1号 
開業：1964年 7月 10日 
構造：地上 11階・地下 3階 
客室数：216室・357名 
URL：park1964.com 
Facebook：facebook.com/park1964 

施設一覧 

札幌グランドホテル 札幌パークホテル 熊本ホテルキャッスル（提携施設） ホテルインターゲート京都 四条新町  ホテルインターゲート東京 京橋 ホテルインターゲート広島 
ホテルインターゲート金沢 ホテルインターゲート大阪 梅田（2021年 4月開業） 銀座グランドホテル ホテル・ザ・ルーテル 京町家 京都二条 さわら木の宿  
京町家 京都ぎをん 八坂の宿 白良荘グランドホテル ホテルゆもと登別 鴨川シーワールド 鴨川シーワールドホテル 神戸市立須磨海浜水族園（指定管理）  
苫小牧ゴルフリゾート 72 佐野ハイウエイレストラン 足柄ハイウエイレストラン 大津ハイウエイレストラン 熱海ビーチライン  
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