【報道関係者各位】
SPH-16-03

札幌パークホテル
2016 年 6 月 20 日

札幌パークホテル
～夏を愉しむ～
札幌パークホテルレストラン企画
2016 年 7 月 1 日（金）より
株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都中央区、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：田辺俊一)は、7 月 1 日より札幌での短い夏を少しでも多くの皆様に楽
しんでいただけるよう、様々な企画をご用意いたしました。

毎年恒例となりました『札幌パークホテル 納涼ビア
ガーデン』をはじめ各レストランの調理長たちが各々
に工夫を凝らしてお客様をおもてなし致します。今年
の夏は、ご家族で、ご友人と、会社の同僚と、シーン
に合わせてどうぞお愉しみください。

商品の詳細は下記のページをご参照下さい。

【報道関係お問い合わせ先】
札幌パークホテル セールス＆マーケティング 担当：関
E-mail：naoko_sekii@granvista.co.jp

TEL：011-511-3143

FAX：011-531-8514
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《 札幌パークホテル 納涼ビアガーデン 2016 》
夏の夜風が心地良い、緑に囲まれたビアガーデン。

【期 間】 平成 28 年 7 月 1 日（金）～平成 28 年 9 月 4 日（日）
※8/19（金）～8/21（日）は休業致します。
【時 間】 17：00～21：00
【場 所】 札幌パークホテル駐車場 特設会場
【詳 細】
・各レストラン&ビアガーデンでご利用頂ける『プレミアムビアガーデンチ
ケット 3,000 円（500 円×6 枚）にて販売しており、こちらのチケットご利
用で通常 550 円のビールを 500 円にて購入できます。
・おひとり様 3500 円～最大 200 名様までの団体予約もお受けいたしま
す。
・お料理も定番メニューの『焼きそば』『ジンギスカン』などの他にも社内
料理コンテスト入賞作品もお愉しみいただけます。
【ご予約】 011-511-3136

四川料理 桃源郷 《 冷麺フェア 》
暑い夏に人気の冷麺を今年も取り揃えました。さっぱりとして、しかもボリュームたっぷり。

【期 間】 平成 28 年 7 月 1 日（金）～平成 28 年 8 月 31 日（水）
【時 間】 ランチ 11：30～15：00 ディナー16：30～21：00 （土・日・祝日 11：30～21：00）
【場 所】 札幌パークホテル 4 階 四川料理 『桃源郷』
【料 金】 各 1,500 円（税金・サービス料金込み）
【メニュー】 ・札幌黄を練り込んだ麺を使った果実酢と海の幸、彩り野菜の冷麺
・桃源郷風～札幌黄を練り込んだ麺を使った和風だしの塩味つけ麺 彩り野菜とともに
・四川風ピリ辛冷麺
・海老と鶏肉入り冷麺
・海の幸具だくさん冷麺
【ご予約】 011-511-3136

【報道関係お問い合わせ先】
札幌パークホテル セールス＆マーケティング 担当：関
E-mail：naoko_seki @granvista.co.jp

TEL：011-511-3143

FAX：011-531-8514
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テラスレストラン ピアレ《 テラス de 優泡（ゆうほう）プラン 》
爽やかな一杯を、夏の香りとともに楽しむ。暮れゆく風情のなか愉しい会話も弾みます。

【期 間】 平成 28 年 7 月 1 日（金）～平成 28 年 8 月 31 日（水）
【時 間】 17：00～21：00 ※19：00 にはご入店ください。
【場 所】 札幌パークホテル 1 階 テラスレストラン『ピアレ』
【料 金】 おひとり様 5,000 円（税金・サービス料金込み）
【メニュー例】 ・海の幸とフレッシュトマトのスパゲッティーニ
・ムール貝と槍烏賊のガーリックバター
・鶏もも肉のローストシーザーサラダ 他全 6 品
上記のお料理にスパークリングワイン・アサヒエクストラコールドなどが飲める 150 分フリードリンク付
【ご予約】 011-511-3136

テラスレストラン ピアレ《 テラス de バーベキュー 》
夏の爽やかな風に吹かれて、バーベキュー! 焼きたてのおいしさを、ご家族でどうぞ

【期 間】 平成 28 年 7 月 2 日（土）～平成 28 年 8 月 28 日（日）
【時 間】 11：30～17：00 ※15：00 にはご入店ください。
【場 所】 札幌パークホテル 1 階 テラスレストラン『ピアレ』
【料 金】 おひとり様 5,000 円（税金・サービス料金込み）
小 学 生

2,900 円（税金・サービス料金込み）

※おひとり様 3,500 円、小学生 1,600 円のセットもご用意しております。
【メニュー】 ◆本日のおまかせピッツア
◆パエリア
◆BBQ
・季節の野菜盛り合わせ ・真烏賊・帆立貝・青つぶ・鶏もも肉・塩ホルモン 他
上記のお料理にプラス 1,500 円で 90 分フリードリンクを付ける事もできます。
【ご予約】 011-511-3136

【報道関係お問い合わせ先】
札幌パークホテル セールス＆マーケティング 担当：関
E-mail：naoko_seki @granvista.co.jp

TEL：011-511-3143

FAX：011-531-8514
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■札幌パークホテル 概要
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
お問合せ：TEL：011-511-3131
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：http://www.park1964.com
Facebook：https://www.facebook.com/park1964

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。

■グランビスタホテル＆リゾートについて
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、物販事業を展開、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： 東京都中央区新川 1-26-9
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： 03-3297-8611 URL： http://www.granvista.co.jp/
Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

≪直営施設一覧≫ 札幌グランドホテル 札幌パークホテル ホテル大阪ベイタワー 熊本ホテルキャッスル 銀座グランドホテル
章月グランドホテル 黒部観光ホテル 白良荘グランドホテル 鴨川シーワールド 鴨川シーワールドホテル 苫小牧ゴルフリゾート 72
ホテルゆもと登別 ホテル・ザ・ルーテル 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

【報道関係お問い合わせ先】
札幌パークホテル セールス＆マーケティング 担当：関
E-mail：naoko_seki @granvista.co.jp

TEL：011-511-3143

FAX：011-531-8514
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