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札幌市民交流プラザメンバーズ 会員特典

ホテル グルメ特集 Vol.17
（対象期間：2023年4月1日～7月31日）

メンバーズ登録は
こちらから

札幌市内にあるホテルの皆様から、メンバーズ限定特典の提供をいただきました。
ホテルでのランチ＆ディナーの際には、メンバーズ会員証の提示をお忘れなく！

お得に素敵なひとときをお過ごしください。

●新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ホテルの営業時間、サービス等が変更になっている場合があります。
各ホテルのホームページ等で最新情報をご確認ください。

●表示料金（消費税込）は2/20時点のものです。また、対象期間中に変更になる場合がありますのでご了承ください。

ホテルノースシティ

レストランスネービット
【ランチ】11:00～14:00(L.O. 13:30)
【ディナー】17:00～20:00（L.O. 19:30）

※日曜・祝日は休業いたします。

レストランスネービットのランチタイ
ムは和洋中3セクションから800円～
1,000円のリーズナブルな価格でご提供

しています。レストラン内に個室もご
ざいますので、グループでのご利用も
お待ちしております。当店人気メ

ニュー「五目あんかけ焼きそば」をこ
の機会にぜひご賞味ください。 ランチタイム人気メニュー

「五目あんかけ焼きそば」
1,000円

対象店舗

特 典

会員証の提示で

お会計より
10%割引

（ランチタイム）

※他優待との併用不可
※サービス除外品あり

※会員1名につき
グループ全員対象

札幌市中央区南9条西1丁目

T E L

H P

011-512-9753
http://www.northcity.or.jp/

ホテルポールスター札幌

Dining＆Bar 179
【ランチ】11:30～14:30（L.O. 14:00）
【ディナー】17:00～21:00（L.O. 20:00）
※営業時間など最新情報はホームページでご確認ください。

落ち着いた雰囲気の開放感あふれるレ
ストランでは、厳選した道産食材をふ
んだんに使用したお料理をご用意して

おります。夜にはリーズナブルな価格
のビストロメニューや、お仕事の会合
やお仲間との集まりにご利用いただけ

るパーティープラン、女子会応援プラ
ンなどもございます。「感染防止対策
実施店」として認証された安心・安全

な空間で、ごゆっくりとお過ごしくだ
さいませ。

シーフードムニエル 焦がしバターソース
（ライス・スープ・ミニサラダ）
1,350円

対象店舗

札幌市中央区北4条西6丁目

T E L

H P

011-330-2534（レストラン直通）
https://www.polestar-sapporo.com

特 典

会員証の提示で

お会計より
10%割引

※他優待との併用不可
※会員1名につき
グループ全員対象

※パーティプランなど
対象外商品あり

※朝食利用を除く

ホテルマイステイズプレミア札幌パーク

1階 Farm to Table TERRA 
Presented by snow peak URBAN OUTDOOR

2階 うなぎ仲じま ／ 3階 別邸仲じま

アウトドアブランドスノーピークが空間監修
をした店内は野外を思わせる開放的な空間で
春夏秋冬とわずグランピング気分を楽しめま

す。キャンプのお手本にしたくなるようなダ
イナミックなお料理とスノーピークギアでお
楽しみいただけるこちらのプランは、約30種

類のドリンクが飲み放題付きの Farm to
Table TERRAのスペシャルパーティプランで
す。（2名様以上、2日前までの要予約制）

TERRAパーティプラン
6,000円

ディナータイム

札幌市中央区南9条西2丁目2-10

T E L

H P

011-512-3456
https://www.mystays.com/hotel-

mystays-premier-sapporo-park-

hokkaido/

特 典

会員特典のご案内

ホテル以外にも、市民交流プラザ近隣の飲食店等で各種優待が受けら
れます！
プラザ周辺を紹介する「創成おさんぽＭＡＰ」には、ホテルに加えて、
近隣の店舗（65店舗）から提供された特典が掲載されています。

2023年度版は、2022年度版よりも掲載店舗数が増えています。
特典対象期間は2023年４月１日～2024年３月３１日まで。
プラザ館内で配布中のほか、会員ページで見ることができます。

創成おさんぽMAP 公式インスタグラム
＠souseiosanpomap

おトクな情報発信中です。
ぜひチェックしてみてください。

会員特典の詳細は
こちら

特典ご利用上のお願い

■特典を受ける際は、必ず「札幌市民交流プラザ
メンバーズ」会員証（紫色）をご提示ください。
（紫色以外の会員証は期限切れですので使用でき
ません。）

■WEB会員の方は、マイページにログインして
ください。紫色の会員証が画面に表示されます。
（上記QRコードからアクセスできます。）

クロスホテル札幌

レストランhache（アッシュ）
※商品内容や期間が変更になる場合が
ございます。電話でご確認ください。

「季節の美味を少しずつ、いろいろ。」
をテーマに、北海道を中心とした季節素
材をフレンチの技術とシェフの感性で紡

ぐランチコースを、目にも楽しく美しく
エンターテインメント溢れる盛り付けと
ともにご堪能ください。

シェフこだわり素材のメニューやシェフ
パティシエが心を込めて作り上げたデ
ザートを存分にご堪能いただく“デセー

ル・ガレリー”など多彩なコース・オプ
ションもご用意いたしました。

コーススタイルランチ
11:30～15:00(L.O.13:30)
お一人様 2,300円～

対象店舗

札幌市中央区北2条西2丁目23番地

T E L

H P

011-272-0068（レストラン予約）
https://sapporo-

restaurants.crosshotel.com/restaurant

特 典

会員証の提示で

お会計より
5%割引

※他優待との
併用不可

※会員1名につき
グループ全員対象

※朝食・パーティなど
特典除外商品あり

京王プラザホテル札幌

B1  ろばた・すし・北のめし「あきず」
1F ﾌﾞｯﾌｪ&ﾊﾟｰﾃｨｺｰﾄ「ｸﾞﾗｽｼｰｽﾞﾝｽﾞ」

ﾒｲﾝﾊﾞｰ「ｸﾛｽｳﾞｫｰﾙﾄ」
22F 鉄板焼「やまなみ」

予約制個室和食「みやま」
※営業時間、定休日など最新情報はホームページでご確認ください。

B1 ろばた・すし・北のめし「あきず」で
は、旬の北海道産食材を取り入れた【あき
ず御膳】がおすすめ。あれもこれも楽しみ

たいが叶う、彩り鮮やかな和食御膳で、デ
ザート・コーヒー付です。その他定食メ
ニューや中華ランチもご用意しております。

ゆったりとした空間でゆっくりお料理をお
楽しみください。「あきず」のお料理に
ぴったりの北海道産ワインや道内15 酒蔵

の地酒も取り揃えております。

あきず御膳
ランチ11：30～14：30

対象店舗

札幌市中央区北5条西7丁目2番地1

T E L

H P

011-271-3203
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/

特 典

会員証の提示で

お会計より
5%割引

※他優待・プラン・
飲み放題との併用不可

※会員1名につき
グループ全員対象
※ホテル会員は

2％割引＋ポイント付与

札幌エクセルホテル東急

1F レストラン「ラーブル」
ランチタイム 平日：11:30～14:00(最終入店13:00)

土日祝：11:30～15:00(最終入店14:00)
※最新情報はホームページでご確認ください。

職人が握る生寿司、熱々のグリルメ
ニューを週替わりでご提供。デザー
ト実演コーナーではクロワッサン

ワッフル等をお好みに合わせて仕上
げます。スープ、肉料理、魚料理、
中華点心、お惣菜等、和洋中90分食

べ放題、ソフトドリンク飲み放題付
のランチブッフェです。お一人様か
らグループまで様々なシーンでご利

用いただけます。

ランチブッフェ
大人2,500円、65歳以上2,200円、
小学生1,500円、4～6歳1,100円
※土日祝は大人、65歳以上の料
金が +200円となります。

札幌市中央区南8条西5丁目420

T E L

H P

011-530-3304（直通）
https://www.tokyuhotels.co.jp/
sapporo-e/restaurant/ larbre /
index.html

特 典

会員証の提示で

お会計より
10%割引

※他優待との併用不可
※会員１名につき
グループ全員対象対象店舗

ホテルモントレエーデルホフ札幌

フランス料理「華蘭亭」／定休日・土曜、日曜、祝日
【ランチ】11:30～15:00（L.O. 14:00）
フルコースランチ「ヌプリ」+ワンドリンク 総額6,000円→4,900円(18％OFF)

ホテルモントレ札幌（2022年10月閉館）の
フランス料理「華蘭亭」がエーデルホフ札
幌にオープンいたしました。クラシカルな

技術を大切に、流行を敏感に捉えたスタイ
ルを継承し。季節の移ろいを感じる料理と
スワロフスキーのシャンデリアが特別な時

間を演出いたします。今回は対象メニュー
の他にも、会員様限定でランチフルコース
2種類を10％の割引対象にて特別価格でご

用意致しました。この機会に是非ご利用く
ださいませ！

ニタイ～森～プレミアムラン
チコース
6,600円

対象店舗：対象メニュー

札幌市中央区北2条西1丁目1番地

T E L

H P

011-330-4456（直通）
https://www.hotelmonterey.co.jp/

edelhof/restaurant/

特 典

会員証の提示で

対象メニューが
18%割引

※他優待との併用不可
※会員1名につき
グループ全員対象

会員証の提示で

お会計より
10%割引

※「うなぎ仲じま」は5％割引
※他優待との併用不可
※サービス除外品あり

※会員１名につき４名まで対象店舗

http://www.northcity.or.jp/
https://www.polestar-sapporo.com/
https://www.mystays.com/hotel-mystays-premier-sapporo-park-hokkaido/
https://www.mystays.com/hotel-mystays-premier-sapporo-park-hokkaido/
https://www.mystays.com/hotel-mystays-premier-sapporo-park-hokkaido/
https://sapporo-restaurants.crosshotel.com/restaurant
https://sapporo-restaurants.crosshotel.com/restaurant
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/
https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-e/restaurant/larbre/index.html
https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-e/restaurant/larbre/index.html
https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-e/restaurant/larbre/index.html
https://www.hotelmonterey.co.jp/edelhof/restaurant/
https://www.hotelmonterey.co.jp/edelhof/restaurant/


ニューオータニイン札幌
特 典

会員証の提示で

お会計より
5%割引

※他優待との併用不可
※会員１名につき
グループ全員対象

札幌市中央区北2条西1丁目1-1

T E L

H P

011-222-1522（レストラン予約）
https://newotanisapporo.com/

1F ダイニング＆カフェ ランデブーラウンジ 6:30～17:00（L.O.16:30）
B1 パーティー＆ダイニング フォーシーズン 17:00～21:00（L.O.20:30）
両レストランともに、日・月曜日定休日

地下鉄さっぽろ駅22番出口より徒歩1分の
ニューオータニイン札幌。シェフこだわりの
お料理とカフェとしてもご利用可能なランデ

ブーラウンジ。人気のアフタヌーンティー
セットはお一人様でもご利用いただけます。
感染症対策も徹底した店内で、美味しい料理

やスイーツをごゆっくりお楽しみください。

アフタヌーンティーセット 2,700円
※価格は変更になる場合がございます。

12:00～15:00（ダイニング＆カフェランデブーラウンジにて）
17:00～19:00（パーティー＆ダイニングフォーシーズンにて
前日までの要予約)

対象店舗

フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 特 典

会員証の提示で

お会計より
10%割引

※他優待との併用不可
※会員と同一会計

全員対象

札幌市中央区南4条東1丁目

T E L

H P

050-3628-5949（カフェ予約）
011-242-8703（料飲部直通）
https://www.ffsapporo-fb.com

レストラン ルオント／朝食
フィーカ カフェ ラゴム
※営業時間は店舗によって異なります。お電話でご確認ください。

コミュニケーションの時間を大切に
お茶とお菓子を楽しむ習慣「FIKA」
をコンセプトにしたフィーカカフェ

ラゴム。SATURDAYS CHOCOLATEとコ
ラボしたチョコスイーツや、季節の
スイーツをふんだんにパティシエが

腕を振るうアフタヌーンティーセッ
トの他、自慢のパンランチ1,590円
などの各種ランチをご用意しており

ます。パンのテイクアウトなど、お
気軽にお立ち寄りください。

パンランチ
11：00～14：30 ／ 1,590円
生食パンと北欧パン、焼き立て
パン1種を自家製ジャムで楽し
める。提供に限りがある為ご予
約がおすすめ。

対象店舗

ソラリア西鉄ホテル札幌 特 典

会員証の提示で

お会計より
5%割引

※他優待との併用不可
※会員１名につき４名まで

※対象外商品もあり

札幌市中央区北4条西5丁目1番2号

T E L

H P

011-200-0530（レストラン予約）
https://nnr-h.com/solaria/sapporo/

２F レストランソルヴェール
ランチタイム 11:45～14:30（L.O.14:00）

北海道旧本庁舎庭園の木々と太陽の光
がおりなすテラスのような空間で優雅
なひと時を。

厳選された北海道の食材を使用したフ
レンチスタイルのメインディッシュと
彩り豊かなブッフェをお楽しみ頂けま

す。
メインお勧めのパスタは季節感を重視
したシェフこだわりのフレンチ仕様と

なっておりぜひご賞味下さい。

本日のパスタ＋サイドブッフェ
2,800円

プレミアホテル-TSUBAKI-札幌 特 典

会員証の提示で

お会計より
5%割引

※他優待との併用不可
※一部除外メニューあり

札幌市豊平区豊平4条1丁目

T E L

H P

011-821-1111（ホテル代表）
https://tsubaki.premierhotel-

group.com/sapporo

中国料理 美麗華 ／ 日本料理 花城 ／
メインダイニング&ワインバー イル サーリチェ
※営業時間は店舗によって異なります。お電話でご確認ください。

【日本料理 花城】四季の移ろいを感じ
るカウンター席や豊平川を臨む半個室席、
中庭を囲むように設えたお座敷等の洗練

された空間で、五感に響く繊細な日本料
理が楽しめます。「ランチ限定三段重弁
当」は八寸、焼物、煮物、掻き揚げ、刺

身等、花城の味を十分に堪能できる個性
豊かな三段重。◆ご飯◆味噌汁◆香の物
◆甘味◆オーガニックコーヒー付き。●

レストラン利用で駐車場が4時間まで無
料。

【ランチタイム限定】
三段重弁当
11:50～14:30（L.O.14:00）
お一人様 3,500円

対象店舗

プレミアホテル 中島公園 札幌 特 典

会員証の提示で

お会計より
5%割引

※注文時提示
※他優待との併用不可
※割引対象は会員のみ

札幌市中央区南10条西6丁目1-21

T E L

H P

011-561-1000（代表）
https://premier.premierhotel-

group.com/nakajimaparksapporo/

ビストロ「ラ・プロヴァンス」 ／ 日本料理「和乃八窓庵」
※営業時間は店舗によって異なります。お電話でご確認ください。

メイン＋ブッフェのセミブッフェ形式。
メインは肉料理と魚介料理を中心とした
日替わりプレート、黒毛和牛カレーや月

替わりパスタから選べます。ブッフェは
一品料理やホテルメイドのスープカレー
などに、パティシエ特製のデザートの

数々を味わえる食べ放題。コーヒーやワ
インも飲み放題なので、いつもとはひと
あじ違う、優雅なひとときをホテルのレ

ストランで楽しむことができます。
●日替わりプレート（＋ブッフェ3,000円）、

●黒毛和牛カレー、月替わりパスタ（＋ブッフェ各

2,800円、サラダ＆スープセット1,500円）

ラ・プロヴァンス
「ビストロ仕立てのセミブッフェ・
ブランチ」
※季節や仕入れ状況により料
理内容は異なります。
※写真はイメージです。
11:50～14:30（L.O.14:00）

対象店舗

札幌ガーデンパレス 特 典

会員証の提示で

お会計より
５%割引

※他優待との併用不可
※会員1名につき
グループ全員対象

※一部対象外商品あり

札幌市中央区北1条西6丁目

T E L

H P

011-261-5311
https://www.hotelgp-sapporo.com/

「レストランスピカ」スピカランチ
「赤坂四川飯店」四川三昧セット
※営業時間は店舗によって異なります。お電話でご確認ください。

「スピカランチ」(11:30～14:00）パス
タ・フィッシュ・ミート・カレー・ス
テーキから一品お選び下さい。スープ・

前菜サラダ仕立て・デザート・ドリンク
コーナー付き、状況によりスタイルに変
更があります。

四川飯店ランチタイムおすすめ「四川三
昧セット」当店看板メニュー陳麻婆豆腐
をはじめ、海老チリ、担担麺の四川料理

づくしのぜいたくセットです。

「レストランスピカ」
スピカランチ：1,200円～
「赤坂四川飯店」
四川飯店ランチ：1,200円～

対象店舗：対象メニュー

札幌グランドホテル 特 典

会員証の提示で

お会計より
5%割引

※他優待との併用不可
※会員１名につき４名まで

※年末年始は除外
ノーザンテラスダイナー
チャイニーズダイニング 黄鶴 ／ ガーデンダイニング 環樂
北海道ダイニング ビッグジョッキ ／ ラウンジ・バー オールドサルーン1934
バー キャラベル ／ ロビーラウンジ ミザール
※営業時間は店舗によって異なります。オフィシャルサイトでご確認ください。

毎月ご好評をいただくランチバイキング。
オードヴルからデザートまで、お好きな
ものが食べ放題。ライブクッキングメ

ニューも充実。
北海道産食材を使用したお料理もご用意
しております。

ご家族、ご友人とはもちろん、おひとり
様でもお気軽にお愉しみいただけます。

ランチバイキング（毎日開催）
11:30～14:30

対象店舗

札幌市中央区北1条西4丁目

T E L

H P

011-261-3311（代表）
https://www.grand1934.com/

札幌東急REIホテル 特 典

会員証の提示で

お会計より
10%割引

※他優待との併用不可
※会員１名につき
グループ全員対象

1階レストラン「サウスウエスト」
ランチタイム 平日／11:30～14:00(L.O.13:30）

土日祝／11:30～14:30(L.O.14:00)

「音まで美味しく」をテーマに、和洋中
料理＆スイーツ全40品のランチバイキン
グを毎日ご提供中です。中でもおすすめ

は、出来たてをライブキッチンで楽しめ
る、実演メニュー「ローストビーフ」
「道産素材のスペシャリテ」。このほか、

札幌近郊の素材を取り入れたメニューや、
パティシエスイーツなども多数ご用意し
ます。ソフトドリンク飲み放題付きで

ティーランチにも◎。

ランチバイキング
大人2,600円、
65歳以上2,100円、
4歳～小学生1,300円

対象店舗

札幌市中央区南4条西5丁目1番地

T E L

H P

011-531-1065
https://www.tokyuhotels.co.jp/sappo

ro-r/restaurant/index.html

札幌パークホテル 特 典

会員証の提示で

お会計より
5%割引

※他優待との併用不可
※プラン・コースにより

除外日設定あり

札幌市中央区南10条西3丁目1-1

T E L

H P

011-511-3136（食堂予約直通）
https://www.park1964.com/

テラスレストラン ピアレ
四川料理 桃源郷
テラスレストラン キタラ（札幌コンサートホールＫｉｔａｒａ内）
※営業時間は店舗によって異なります。オフィシャルサイトでご確認ください。

前菜やパスタ、お肉料理など、さまざま
なメニューを、北海道産ワインや地酒な
どとご一緒に、お好みに合わせてお愉し

みただける、イタリア版居酒屋です。
フードメニューは1品500円からご用意。
居酒屋さながらにふらりと立ち寄って、

お料理やお酒をお愉しみください。
イタリアンバル
17:00～L.O.20:30

金土日祝のみの提供

対象店舗

ザ ロイヤルパーク キャンバス
札幌大通公園

特 典

札幌市中央区大通西1-12

T E L

H P

011-212-1361 (1階 KAMUY)

011-596-9645 (2階 KOKAGE)

https://www.royalparkhotels.co.jp/ca

nvas/sapporoodoripark/

1階 HOKKAIDO CUISINE KAMUY
2階 CANVAS LOUNGE “KOKAGE“

さっぽろテレビ塔が目の前という抜群の
ロケーション。1階レストラン「KAMUY」
は北海道食材をフレンチで楽しめるうえ、

希少なナチュラルワインをご用意。お食
事とのマリアージュをご堪能ください。2
階のラウンジ「KOKAGE」では気軽なカ

フェ、ランチ利用ができる他、バータイ
ムでは北海道産のお酒やおつまみ等フー
ドメニューも多彩。どちらも雰囲気重視

のシーンにぴったりのグルメスポットで
す。

KAMUYランチコース 3,800円
“北海道を体感する”をテーマに、
その時期に一番美味しい食材を
楽しめるランチ。
※写真はイメージです。

対象店舗

会員証の提示で

お会計より
5%割引

※他優待との併用不可
※会員１名につき
グループ全員対象
※朝食利用を除く

ＪＲタワーホテル日航札幌 特 典

会員証の提示で

対象店舗で
お会計より5%割引

※一部除外商品有り
※他優待との併用不可

※会員と同一会計全員対象
スカイレストラン「丹頂」※ ／
レストラン＆バー「SKY J」※ ／ フレンチレストラン「ミクニ サッポロ」 （毎週
火曜日定休、この他月に1～2回臨時休業有り） ／ 「ザ ロビーラウンジ」
※35Fレストランは2023年4月27日(予定）まで臨時休業いたします。
※営業時間は店舗によって異なります。お電話でご確認ください。

1階「ザ ロビーラウンジ」では、シェフ
特製のムースやケーキなどスイーツと、
スコーンやセイボリーなどを三段トレイ

でお召し上がりいただける「アフタヌー
ンティーセット」をご提供中。紅茶や
コーヒーのフリーフロー（ご利用時間120

分）と共に、ゆったりとした空間で優雅
な午後のひと時をお過ごしください。

アフタヌーンティーセット 2,800円
13:00～L.O.17:00
※フリードリンク利用時間120分
※ご予約は承っておりません。
※写真はイメージです。

対象店舗

札幌市中央区北5条西2丁目5番地

T E L

H P

011-251-2222(代表)
https://www.jrhotels.co.jp/tower/

センチュリーロイヤルホテル 特 典

会員証の提示で

対象メニューが
5%割引

（ランチタイム限定）

※他優待との併用不可
※会員１名につき４名まで

※対象外商品もあり

札幌市中央区北5条西5丁目2番地

T E L

H P

011-221-3007（北乃路直通）
http://www.cr-hotel.com

19F 日本料理 北乃路
季節の炊きたて釜飯膳
11:30 ～15:00(L.O.14:30)
※営業時間は変更になる場合がございます。ホテル公式HPでご確認ください。

炊きたて熱々でご提供する「季節の炊き
たて釜飯膳」は、日本料理北乃路（きた
のじ）の人気ランチ。具は月替わりの5〜

6種類から選ぶことができ、お造り、八寸、
本日の1品、デザートなどがセットになっ
ています。個室には大きな窓があり、お

食事の後ゆったりとくつろぎながら語り
合えるのも魅力。また、道内各地の食材
を用いたフェアも開催しておりますので、

ぜひお見逃しなく。

季節の炊きたて釜飯膳
お一人様 3,300円～
※具材によって価格が異なり
ます。

対象店舗：対象メニュー 対象店舗

https://newotanisapporo.com/
https://www.ffsapporo-fb.com/
https://nnr-h.com/solaria/sapporo/
https://tsubaki.premierhotel-group.com/sapporo
https://tsubaki.premierhotel-group.com/sapporo
https://premier.premierhotel-group.com/nakajimaparksapporo/
https://premier.premierhotel-group.com/nakajimaparksapporo/
https://www.hotelgp-sapporo.com/
https://www.grand1934.com/
https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-r/restaurant/index.html
https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-r/restaurant/index.html
https://www.park1964.com/
https://www.royalparkhotels.co.jp/canvas/sapporoodoripark/
https://www.royalparkhotels.co.jp/canvas/sapporoodoripark/
https://www.jrhotels.co.jp/tower/
http://www.cr-hotel.com/
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