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［報道関係お問い合わせ先］ 

札幌パークホテル 営業推進課 担当：関 

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

  

ご家族やお仲間で。夏の思い出づくりを 

札幌パークホテル 「夏休みおすすめプラン」 

2022年 8月 31日（水）まで 

 

URL : https://park1964.com/topics/topics-5616/ 

 

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) は、8 月 31 日（水）まで、 食を通して夏休みをお愉しみいただ

ける多彩な 「夏休みおすすめプラン」 をご提供しております。 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

            札幌パークホテル外観              夏の北海道食材満喫コース / 四川料理 桃源郷 

 

札幌パークホテルでは、お盆期間をご家族や大切な方とお愉しみいただけるよう、ホテル内レストランやホテル敷地内で愉し

むアウトドアプランなど、さまざまなおすすめプランをご用意いたしました。 

 

テラスレストラン ピアレでは お子様の自由研究にもぴったりな 「初めてのフルコース」 を実施いたします。ワインに見立てた

ジュースと本格的なコース料理で、テーブルマナーをご体験いただきます。また、四川料理 桃源郷では、お盆の帰省などご家

族のお集まりにおすすめの北海道産食材を全メニューに取り入れた 「夏の北海道食材満喫コース」 をご提供いたします。 

 また、ホテル中庭での BBQ プラン 「テラス de BBQ」 や屋外特設会場でのビアガーデン 「パーク de焼肉」 など、アウトド

アでお愉しみいただけるプランもご用意しております。湿気が少なく快適に過ごしやすい北海道の夏を満喫してください。 

 

札幌パークホテルは、「地域の価値で、未来を変えていく。」のブランドステートメントのもと、札幌市に国際的な水準のホテ

ルとして地域一番館を目指し、人々の生活を豊かにできるよう地域文化の向上に務め、2 年後の 60 周年、さらにその先も

さまざまな活動を続けてまいります。 

2022 年 7 月 28 日 SPH-22-07 

mailto:naoko_seki@granvista.co.jp
https://park1964.com/topics/topics-5616/
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［報道関係お問い合わせ先］ 

札幌パークホテル 営業推進課 担当：関 

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

◇◆◇ 札幌パークホテル 「夏休みおすすめプラン」 概要 ◇◆◇ 

◇提供期間：～2022年 8 月 31日（水） ※提供期間は、店舗により異なります。 

◇提供場所：1階 テラスレストラン ピアレ / 4階 四川料理 桃源郷  

◇お客様からのお問い合わせ：011-511-3136（食堂予約係） 

 

●初めてのフルコース / 1階 テラスレストラン ピアレ 

URL : https://park1964.com/rest/piare/hajimeteno-course/  

夏休みのお子様の自由研究にもおすすめ。ホテルで体験するテーブルマナー。 

 

・提供期間： ～2022年 8 月 21日（日） 

・提供時間：11:30～14:30/17:00～19:00 (最終入店) 

・料   金：セミコース おひとり様 ￥3,500（税・サ込） 

フルコース おひとり様 ￥4,000（税・サ込） 

        ※ご利用は 18 歳までとさせていただきます。18 歳以上のお客様は、通常メニューよりご注文ください。 

【メニュー例】 ※セミコースは、メイン料理をお魚料理かお肉料理よりお選びください。 

・温かいキッシュと魚介のカルパッチョ 

・（お魚料理）白身魚と海老のポワレ 浅蜊貝のスープ仕立て 

・（お肉料理）北海道産牛サーロイン肉のステーキ 温野菜添え 

・バニラ風味のパンナコッタと北海道産メロンのアイスクリーム添え 

・ジュース（スパークリングワイン風/白ワイン風/赤ワイン風）   他全 8品 

 

●【土・日・祝限定】ステーキディナー バイキング / 1階 テラスレストラン ピアレ 

URL: https://park1964.com/rest/piare/steak-dinner/ 

肉の旨味を思う存分お召し上がりください。 

小学生のお子様には食後のデザートもサービスでご用意しております。 

 

・提供期間：～2022年 8月 28日（日）までの土・日・祝 

・提供時間： 17:00～19:00（最終入店） 

・料   金：おひとり様 ￥6,000（税・サ込）  

小学生 ￥4,000（税・サ込） 

【メニュー】 

・前菜 ・スープ 

・食べ放題！ 北海道産牛ロース肉ステーキ（170g） / パン または ライス 

         ※ステーキのおかわりは 120g でご用意しております。※パン または ライスはおかわり自由です。 

 

 

 

 

 

セミコースイメージ 

mailto:naoko_seki@granvista.co.jp
https://park1964.com/rest/piare/hajimeteno-course/
https://park1964.com/rest/piare/steak-dinner/
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［報道関係お問い合わせ先］ 

札幌パークホテル 営業推進課 担当：関 

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

 

●夏の北海道食材満喫コース / 4階 四川料理 桃源郷 

URL: https://park1964.com/rest/togenkyo/rest-natu-hokkaido/ 

北海道の食材を全メニューに使用した期間限定特別コースです。 

 

・提供期間：2022年 8月 11日（木・祝）～8月 16 日（火） 

・提供時間：11:30～14:00/17:00～19:00（最終入店） 

・料   金：おひとり様 ￥20,000（税・サ込） 

【メニュー例】 

・あわびと北海道産百合根の葱山椒炒め 

・北海道産干し貝柱入りふかひれの姿煮 

・レタスと北海道産鮎魚女の毛蟹入り卵白ソース 

・知床牛フィレ肉のステーキ 油葱酥ソース   他全 7品 

 

 

●テラス de BBQ  / 1階 テラスレストラン ピアレ 

URL：https://park1964.com/rest/piare/bbq/ 

夏休みはご家族や友人と手ぶらで愉しむ！ 

準備も後片付けも一切不要の BBQ をお愉しみください。 

 

・提供期間：～2022年 8月 31日（水） 

・提供時間： 11:30～19:30（最終入店） 

・料   金：おひとり様 ￥5,000（税・サ込）  

※料金には、施設利用料が含まれております。 

【メニュー】 

《BBQ セット》 ブロシェット盛り合わせ（野菜×1本 シーフード×1 本 ミート×1 本） 

※上記の BBQ セットの他にも、BBQ を盛り上げるアラカルトメニューを多数ご用意しております。 

 

 

 

  

mailto:naoko_seki@granvista.co.jp
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［報道関係お問い合わせ先］ 

札幌パークホテル 営業推進課 担当：関 

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

●パーク de焼肉 / 札幌パークホテル 屋外駐車場内 特設会場 

URL: https://park1964.com/topics/park-de-yakiniku/ 

冷たいビールや北海道のソウルフード「ジンギスカン」をお愉しみいただけます。 

 

提供期間：～2022年 8月 31日（水） 

※休業日：7月 29日（金）、8月 18日（木）～21日（日） 

提供時間： 17:00～21:00 

※フード 20:30（L.O.）/ ドリンク 20:45（L.O.）  

 

【メニュー例】 

◆セットメニュー  

・ジンギスカンセット (2人前) ￥4,000（税・サ込） / 味付ラム肉 500g、野菜盛り合わせ 

・サガリセット (2人前） ￥5,000（税・サ込） 

 / 海洋深層水仕込みサガリ、オランダ風車豚ばら肉、鶏肉 各 150g、野菜盛り合わせ  

・和牛カルビセット (2人前） ￥6,000（税・サ込） 

 / 和牛カルビ、オランダ風車豚ばら肉、鶏肉 各 150g、野菜盛り合わせ  他 

 

◆アラカルトメニュー  

・北見塩ホルモン ￥1,000（税・サ込） 

・キムチ＆カクテキ ￥800（税・サ込） 

・札幌パークホテル オリジナル ダブルチーズケーキバトン ￥500（税・サ込） 他 

 

◇お得な前売りチケット：パーク de 焼肉 のほか、ホテル内全レストランでもご利用いただけるお得なチケットです。 

               1 冊 ￥5,000（税込） ￥1,000×5 枚+パーク de焼肉専用ワンドリンクサービス券 

◇ハッピーアワー：17:00～18:00 限定で、生ビール 1 杯が￥600（通常価格 ￥700）でお愉しみいただけます。 

◇レディースデー：毎週火曜日限定！女性のお客様には、お好きなドリンクを 1杯サービスさせていただきます。 

  

 

 

  

mailto:naoko_seki@granvista.co.jp
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［報道関係お問い合わせ先］ 

札幌パークホテル 営業推進課 担当：関 

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

●札幌の夏を満喫！おすすめご宿泊プラン 

URL：https://park1964.com/topics/topics-5194/ 

ご家族での夏休み旅行に、またお仲間同士の思い出旅行にも。ぜひご利用ください。 

 

 

◇北海道食材をふんだんに使用したお盆限定特別ディナーコース付き宿泊プラン ※夕朝食付き 

四川料理桃源郷の北海道食材を使用したお盆期間限定の 

特別メニュー付きプランです。お盆の帰省などご家族の集まりにおすすめです。 

スーペリアツインルーム 2名様 1室利用時 1室料金 ¥57,420 (税・サ込)～ 

 

◇「パーク de焼肉」￥5,000分チケット付き宿泊プラン ※チケット付き・朝食付き 

開催中の「パーク de 焼肉」で使えるチケットが 

1泊あたり 1名様 1冊（¥5,000 分）付いた満喫プランです。 

北海道グルメのジンギスカンや焼肉を冷たいビールとともにお愉しみください。 

コンフォートセミダブルルーム 2名様 1室利用時 1室料金 ¥24,660 (税・サ込)～ 

 

◇ホテル敷地内のテラスで優雅にのんびり BBQ プラン ※朝食付き 

ホテル自慢の滝の流れる中庭でお愉しみいただける「テラス de BBQ」 

準備も後片付けも不要のお手軽 BBQ を満喫しませんか。 

【パークビュー】スタンダードツインルーム 2名様 1室利用時 1室料金¥27,360 (税・サ込)～ 

 

◇お客様からのお問い合わせ：011-511-3131（ホテル代表） 

  

スーペリアラージツイン（31㎡） ハリウッドラージツイン（31㎡） 

mailto:naoko_seki@granvista.co.jp
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［報道関係お問い合わせ先］ 

札幌パークホテル 営業推進課 担当：関 

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

 

 

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 

Instagram：instagram.com/sapporo.parkhotel/ 

 

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 / 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 /  

 

mailto:naoko_seki@granvista.co.jp
https://www.granvista.co.jp/
https://www.facebook.com/granvista.co.jp
https://park1964.com/
https://www.facebook.com/park1964
https://www.instagram.com/sapporo.parkhotel/

