
発行：札幌市民交流プラザ（札幌市芸術文化財団） 〒060-0001 札幌市中央区北1条西1丁目 TEL：011-271-1948 （担当：広報営業課）

京王プラザホテル札幌

B1  ろばた・すし・北のめし<あきず>
1F  ブッフェ＆パーティコート<グラスシーズンズ>

メインバー<クロスヴォールト>
22F 鉄板焼<やまなみ>

予約制個室和食<みやま>
※営業時間など最新情報はホームページでご確認ください。

1Fグラスシーズンズでは、北海道産食材
をふんだんに使用した料理を提供。鉢に
入ったポテトサラダや北海道限定ビール

【サッポロクラシック】で煮込んだ料理
等プラザオリジナルメニューもご用意し
ております。

12月は北海道産丸鶏のローストのカッ
ティングサービスやクレープ等シェフに
よる実演料理を是非ご堪能ください。彩

り豊かな前菜から可愛らしいデザートま
で、特別なひと時をお過ごしください。

ランチブッフェ
11:00～14:00(L.O.13:30) 
お一人様3,000円、65歳以上
2,700円、6～12歳1,500円、
4～5歳750円、3歳以下無料
※写真はイメージです。

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

5％割引＆2％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 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

お好みに合わせて仕上げます。スープ、
肉料理、魚料理、カレー、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。

職人が握る生寿司
大人2,200円、65歳以上
1,900円、小学生1,200円、
4～6歳800円

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

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。

北海道の季節素材を中心に、フレンチの
技術と北海道に息づく食文化をシェフ菅
原の感性でアレンジ。目を楽しませる美

しくエンターテインメント溢れる盛り付
けとともにお楽しみいただくランチコー
スです。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お楽しみいただ
く”デセールガレリー”など多彩なオプ

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 1,800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

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.13
（対象期間：2021年12月1日～2022年3月31日）

■メンバーズ入会のご案内はこちらから

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。

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」会員証をご提示ください。WEB
会員の方はWEB会員証（携帯画面か印刷したも
の）をご提示ください。

●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。

●表示料金は11月20日時点のもので、消費税
が含まれています。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。

対象店舗：対象メニュー

ホテル札幌ガーデンパレス 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

※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：1,100円～
「赤坂四川飯店」
四川三昧セット：1,700円

対象店舗：対象メニュー

ホテルノースシティ

レストランスネービット
【朝食】7:00～9:30
【ランチ】11：00～14：00(L.O. 13：30)

（ランチタイム）和洋中の3セクションから
800円・1,000円で提供いたします。※日曜
日及び祝日は休業いたします。

（ディナータイム）令和3年度（令和3年4月
1日から令和4年3月31日）は休業させていた
だきます。

最新情報につきましては、ホームページに
てご案内します。

レストランスネービット

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

※朝食は除く

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】17：00～22：00（L.O. 21：00）
※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。

道産食材をふんだんに使ったレストランで
は、様々なメニューをご用意しております。
ディナータイムは、お祝いにぴったりの

コースやカジュアルなパーティープラン、
ソムリエセレクトのワインをお楽しみいた
だけます。また、ランチではホテルメイド

のお料理をお得にご提供しています！札幌
駅から徒歩5分、安心・安全にご利用いた
だけるホテルポールスター札幌へ、ぜひお

越しくださいませ。

プリフィックスコース
3,850円～
メインのお料理を2品チョイ
ス。オードブル、サラダ、デ
ザートがセットになったおす
すめコースです。

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

ホテルモントレエーデルホフ札幌

日本料理「隨縁亭」／定休日・水曜日※祝日は営業
【ランチ】11:30～15:00（L.O. 14:00）
ランチ会席「貴船」+食後のコーヒー総額5,200円→4,000円(23％OFF)

ウィーン世紀末がテーマのホテルモントレ
エーデルホフ札幌。その13階にある日本料
理「隨縁亭」。京の名店で修業を重ねた料

理長が味わいに四季を感じられるよう、旬
の食材を職人の技で表現致します。お口に
広がる四季をお愉しみ下さい。今回は会員

様限定で人気No1の会席「貴船」に食後の
コーヒーをお付けして更に特別価格でご用
意致しました。この機会に是非ご利用くだ

さいませ！

人気NO1 ランチ会席「貴船」
全8品 4,500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

011-330-4461（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
23%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

ホテルモントレ札幌

フランス料理「華蘭亭」 ／定休日・火曜日※祝日は営業
【ランチ】11：30～15：00（L.O. 14：00）
フルコースランチ「ナチュール」+ワンドリンク
総額5,400円→4,000円(26％OFF)

キングスイエローに彩られるホテルモント
レ札幌。その2階にひっそりと佇むフラン
ス料理「華蘭亭」。シェフが厳選した食材

に無駄なストレスを与えず、シンプルであ
りながらも最大限の旨みを引き出し皆様の
もとへお届け致します。今回は会員様限定

で人気No1のフルコースランチにワンドリ
ンクをお付けして更に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！

ランチタイム人気NO1
フルコース 「ナチュール」
全7品 4,500円

札幌市中央区北4条東1丁目3番地

T E L

H P

011-330-4477（直通）
https://www.hotelmonterey.co.jp/

sapporo/restaurant/

特 典

会員証の提示で

対象メニューが
26%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

■会員特典の詳細はこちら

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！
お出かけの際には、メンバーズ会員カードをお忘れ
なく！

●プラザ周辺の飲食店等
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（約
50店舗）から提供された特典
が掲載されています。

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://sapporo-restaurants.crosshotel.com/restaurant
https://www.hotelgp-sapporo.com/
http://www.northcity.or.jp/
https://www.polestar-sapporo.com/
https://www.hotelmonterey.co.jp/edelhof/restaurant/
https://www.hotelmonterey.co.jp/edelhof/restaurant/
https://www.hotelmonterey.co.jp/sapporo/restaurant/
https://www.hotelmonterey.co.jp/sapporo/restaurant/


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」
7:00～10:00 ／ 11:30～14:00(L.O.13:30） ／ 17:00～21:00
※予約営業

全40品の豊富なメニューが自慢のランチバ
イキングは毎日開催中です。出来立ての美
味しさが自慢の実演メニューやシェフこだ

わりの季節の料理、パティシエスイーツな
どが90分間お楽しみいただけます。ご家
族・ご友人とのお食事やカジュアルなご会

合、女子会など、様々なシーンでご利用く
ださい。フリードリンク付き。
提供時間：11:30～14:00（L.O. 13:30）

ランチバイキング
(毎日開催)
大人2,000円、65歳以上
1,600円、4歳～小学6年生
1,000円、3歳以下無料

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/

sapporo-r/

センチュリーロイヤルホテル 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
※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

011-221-3008（ロンド直通）
http://www.cr-hotel.com

23F スカイレストラン ロンド

道内唯一の回転展望レストラン「ロンド」は、
全席窓側・360度の眺望が魅力！北海道産小
麦や季節の食材を使用した4種類のパスタか

ら、1つお選びいただける人気の「パスタラ
ンチ」は全5品。アンティパストミスト（前
菜盛り合わせ）、サラダ、スープ、デザート、

オーガニックコーヒー付。隔月で変更になる
パスタの内容はもちろん、期間限定で開催す
るフェアメニューもお見逃しなく！

シェフ古川のパスタランチ
（通年）
お一人様 2,300円
ランチ11:30～14:00
※店内全席禁煙

対象店舗

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
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

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
B１F パーティー＆ダイニング フォーシーズン／B1F バー オークルーム
※営業時間や提供内容が変更になる場合がございます。
お電話でご確認ください。

地下鉄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
和食、洋食、中華を楽しめるフォー

シーズンやバラエティ豊かなお食事と
カフェとしてもご利用可能なランデ
ブーラウンジ。２つのレストランをご

用意。またピアノカウンターを中心と
した隠れ家的なバーオークルームもご
ざいます。お一人様からグループまで

幅広いシーンでご利用可能です。

パーティー＆ダイニング
フォーシーズン ランチメニュー
1,450円～
11:30～14:00（日・祝日休み）

対象店舗

ＪＲタワーホテル日航札幌 特 典

会員証の提示で

対象店舗(1～4)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
1.スカイレストラン「丹頂」 ／
2.レストラン＆バー「SKY J」 ／ 3.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） ／ 4. 「ザ ロビーラウン
ジ」 ／ 5.スカイリゾートスパ「プラウブラン」→＜特典＞ご入浴料通常
2,960円のところ2,520円にご優待(会員様含む3名様迄)
※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、ムース
やマカロン、ケーキなどスイーツ5品と
スコーンなどの軽食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

お一人様 2,800円
※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/

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

メインダイニング＆ワインバー イル サーリチェ
中国料理 美麗華 ／ 日本料理 花城
※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。

【中国料理 美麗華】自家製の煮叉焼と
野菜たっぷりの煮込みつゆそばは、他で
は味わえない、自家製XO醤と煮叉焼のせ

味噌仕立てのつゆそばです。◆前菜◆点
心（小籠包や五目春巻き等から1品チョ
イス）◆麺類・ご飯類（上記で紹介の煮

込みつゆそばの他、担々麺や揚州風五目
炒飯等から1品チョイス）◆本日のデ
ザート◆コーヒー又はウーロン茶 ●レ

ストラン利用で駐車場4時間無料です。

点心とつゆそばのセット
ランチ
11:50～14:30（L.O.14:00）
お一人様 3,000円

対象店舗

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）
http://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。お電話でご確認ください。

「バル」とは、ふらりと立ち寄り、気まま
につまみやお酒を愉しむ、イタリア版居酒
屋。メニューの大半がワンコイン。前菜か

ら肉料理やパスタなどをご用意しておりま
すので、アラカルトでのご注文のほか、
コース仕立てでも。調理長のおすすめの調

理法、季節の食材など工夫を凝らしたバル
メニューとご一緒に、道産ワインや地酒な
どもご用意しております。待ち合せに、ゼ

ロ次会に、ちょっと時間が空いた時にぜひ
お立ち寄りください。

イタリアン居酒屋（バル）
1品 500円～

対象店舗

札幌プリンスホテル 特 典

札幌市中央区南2条西11丁目

T E L

H P

011-241-1251（レストラン予約）
https://www.princehotels.co.jp/sapporo/

中国料理 芙蓉城
フランス料理 トリアノン
ステーキハウス 桂
※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。

「中国料理 芙蓉城」は、ア・ラ・カルト
からコース、食べ放題プランまで、多
彩なメニューを揃えた中国料理のレス

トランです。調理長セレクトの食材で
仕上げる四川料理は、辛み、コクなど
にこだわった味わいを堪能できます。

ご家族でのお集まり、お祝い事にもお
すすめです。

中国料理 芙蓉城
ディナーコース
3,900円～(税込・サ別)

対象店舗

会員証の提示で

ディナータイム
1ドリンク
サービス

札幌ビューホテル 大通公園 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
※テイクアウト商品を除く
※割引対象は会員のみ

札幌市中央区大通西8丁目

T E L

H P

011-261-8332（レストラン予約）
https://www.viewhotels.co.jp/sapporo/

グリルブッフェ＆レストラン・バー Ａｕｄｒｅｙ（オードリー）
※営業時間はお電話もしくはホームページでご確認ください。

対象店舗

札幌初、富士の溶岩石を使っ
た「武藏窯（むさしがま）」
で焼き上げるグリル料理や手

打ちパスタ、北海道産小麦の
自家製ピッツァが人気のレス
トランです。大通公園8丁目に

面し大きな窓があるので、公
園の四季折々の景色を眺めな
がら、お食事やティータイム

を楽しむことができます。

＜最寄り駅からのアクセス＞
地下鉄「大通駅」1番出口より徒歩約5分
地下鉄「西11丁目駅」3番出口より徒歩約3分
市電「西8丁目」停留場より徒歩約1分

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。

24階・地上90mの当店の窓から見下ろす中
島公園はまるで庭の様。そんな眺望と共
に味わえるのは、日本料理を基本としな

がらも洋食のテーストを取り入れた和モ
ダンな料理の数々。おすすめの「プリ
フィックス・コース」では、肉料理や魚

料理の数種類の中からメインを選べ、前
菜や天ぷらに釜炊きご飯、デザートなど
もついてボリューム満点。感染症対策を

徹底している店内で、安心して優雅な時
間をご満喫ください。

日本料理「和乃八窓庵」
プリフィックス・コース 3,200円
※季節により料理内容は異なり
ます。※写真はイメージです。
ランチ/11：50～L.O.14：00
席数を限定して営業いたしてお
りますので、事前のご予約をお
勧めいたします。

対象店舗

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

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。

ランチバイキング（毎日開催）
新しい時代に、新しいスタイルの美味しさを。
旬の味覚が食べ放題。安心してお食事をお愉

しみいただくための準備を整え、皆様をお迎
えいたします。
11:30～14:30

大人2,700円、65歳以上2,160円、
小学生1,350円、4歳～未就学児700円
（事前のご予約をおすすめいたします。）

ランチバイキング

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/

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
※一部除外商品あり

札幌市中央区南4条東1丁目

T E L

H P

011-242-8703（料飲直通）
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1,485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。

フィーカ アフタヌーンティー
12：00～18：00(L.O.15：00）
フリードリンク（ご利用3時間）
お一人様 2,700円
※2日前までのご予約をお願い
致します。（1日10食限定）

対象店舗

THE KNOT SAPPORO 特 典

札幌市中央区南3条西3丁目16-2

T E L

H P

011-200-5545
https://hotel-the-knot.jp/sapporo/

2階レストラン「LES BOIS（レ ボア）」
【ランチ】 11:30～14:00
【カフェ】 14:00～17:00
【ディナー＆バー】 17:00～23:00

2020年8月オープンのホテル「THE KNOT
SAPPORO」はポールタウンと直結しており、
地下鉄すすきの駅より徒歩3分の便利な立

地。木材と銅色を基調とした2階のレスト
ランは、通り過ぎる路面電車や町中の喧
騒を眺めながら、ほっと一息つける癒し

の空間。和食の名店『みえ田』監修のメ
ニューはフレンチの中に和のエッセンス
が感じられます。食後には流行りのノン

アルコールカクテルがおススメです。

ランチCセット 2,530円
※写真のお料理は季節によって
変更になる場合がございます。

対象店舗

会員証の提示で

お会計より
10%割引

※会計額が
1,000円以上の場合のみ
※他優待との併用不可
※朝食利用を除く

https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-r/
https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-r/
http://www.cr-hotel.com/
https://newotanisapporo.com/
https://www.jrhotels.co.jp/tower/
https://tsubaki.premierhotel-group.com/sapporo
http://www.park1964.com/
https://www.princehotels.co.jp/sapporo/
https://www.viewhotels.co.jp/sapporo/
https://premier.premierhotel-group.com/nakajimaparksapporo/
https://www.grand1934.com/
https://www.ffsapporo-fb.com/
https://hotel-the-knot.jp/sapporo/

