
【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。
□表示料金は2019年7月20日時点のものです。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。
□料金の表示は、特段の記載がある場合を除き、消費税、サービス料が含まれています。

ANAクラウンプラザホテル札幌 特 典

会員証の提示で

対象メニューが
10%割引

※会員1名につき
グループ全員対象

札幌市中央区北3条西1丁目2-9

T E L

H P

011-221-4411（代表）
https://www.anacpsapporo.com/

対象店舗：対象メニュー

カフェミナモ：ケーキセット
オールデイダイニング メム：ランチブッフェ
和食處 雲海：ランチ及びディナーの全メニュー
スカイラウンジ サッポロビュー：大人のパフェセット
※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。

地下鉄さっぽろ駅21番出口から徒歩1分と
便利です。待ち合わせや観劇後のおしゃべ
りにぴったりなメニューを各レストランが

提供します。おすすめはカフェミナモの
“ケーキセット”です。5つのケーキから
選べ、コーヒー・紅茶は何杯召し上がって

も、会員証の提示で10％オフの900円でご
提供します。

ケーキセット
1,000円（税・サ別）

札幌市民交流プラザメンバーズ 特典サービス

ホテルインフォメーション
Vol.6

（対象期間：2019年8月1日～11月30日）

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。

クロスホテル札幌

3F レストラン「hache（アッシュ）」
【ランチ】11：30～15：00（L.O. 13：30）
【ディナー】17：30～22：00（L.O. 21：00）

洗練された空間で野菜ソムリエの資格を持
つシェフがフレンチをベースに、技術とそ
の感性で紡ぎだされる四季折々の美味をお

楽しみいただけます。ランチタイムは、前
菜やデザートをビュッフェスタイルで、季
節替わりのメイン料理をテーブルまでお持

ちしております。ディナータイムは、大切
な方やお仲間とゆったりとしたコーススタ
イルで特別なお時間をお楽しみいただけま

す。

プリフィックスBコース 6,102円
アミューズ、前菜、季節野菜の
パフェ、メイン料理チョイス、デ
ザートまたはチーズ、コーヒー・
小菓子（8月31日まで。以降は
変更の可能性あり）

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（直通）
http://www.crosshotel.com/sapporo/

特 典

会員証の提示で

ディナーコース
ご注文の方

1ドリンクサービス

※他優待との併用不可
※会員１名につき４名まで

京王プラザホテル札幌

1F ブッフェ＆パーティコート「グラスシーズンズ」
【ランチ】（平日） 11:30～14:30（L.O.14:00）

（土日祝）11:30～15:00（L.O.14:30）

女性に大人気のランチブッフェ。8月の実
演メニューは、大好評を博している
「フォアグラのソテー」に加え、「ロー

ストビーフ」、「サーモントラウトのマ
リネ」が登場。スイーツ実演には夏らし
く「マンゴーのカタラーナ」がライン

ナップ。その他お料理・お飲み物全70品
以上。お一人様2,700円、65歳以上2,500
円、小学生1,300円、幼児700円、3歳まで

無料。

ブッフェ＆パーティコート
「グラスシーズンズ」
ランチブッフェ
8月1日～8月31日
※9～11月は内容を変えて提供

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

011-271-0111（代表）
http://www.keioplaza-sapporo.co.jp/

特 典

会員証の提示で

ご飲食料金より
5%割引

※他優待との併用不可
※プラン・飲み放題、
ポイント付与対象外

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】11：00～15：00(L.O. 14：30)
【ディナー】17：00～21：00(L.O. 20：30)

（ランチタイム）
平日ランチは、800円～（和洋中）販売。
週末ブッフェを毎週土日祝日に開催中！

（ディナータイム）
“気の知れた仲間たちと小宴会で飲み会・女
子会はいかがですか？”

お一人様2,500円（料理全6品）飲み放題の場
合はプラス1,500円（90分L.O.15分前）その
他ご予算に応じてご用意いたします。是非ご

利用下さい。

ランチ週末ブッフェ
（土日祝開催！）
11:00～15:00(L.O.14:30)
大人1,500円・シニア（60
才以上）1,300円・子供
800円・未就学300円

対象店舗

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
※サービス除外品あり

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）

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。さらに、ランチでは毎日開催し

ているランチブッフェが大人気！平日お一
人様1,900円（シニア・小学生料金あり）
でご利用いただけますので、お気軽にお越

しくださいませ。

プリフィックスコース
3,780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）
http://www.polestar-sapporo.com

特 典

会員証の提示で

お食事の方
1ドリンクサービス

※会員1名につき
グループ全員対象
※朝食利用を除く
※ビール・ワイン・
ソフトドリンクより

発行：札幌市民交流プラザ（札幌市芸術文化財団） 〒006-0001 札幌市中央区北1条西1丁目 TEL：011-271-1948 （担当：広報営業課）

ホテルモントレエーデルホフ札幌

日本料理「随縁亭」／定休日・月曜日※祝日は営業
中国料理「彩雲」／定休日・土日祝日
【ランチ】11:30～15:00（L.O. 14:00）
【ディナー】17:00～21:00（L.O. 20:30）

ウィーン世紀末をテーマに建設された館内
には当時を思わせるアンティーク、絵画が
配置され非日常の雰囲気。そのエーデルホ

フ札幌には中国料理、日本料理の2店のレ
ストランを完備。お勧めは共通価格3,000
円で提供するランチコースです。旬の野菜、

魚介、更には厳選した素材を用いたメイン
ディッシュを月替わりでご提供しており女
性のお客様を中心に多数のご支持をいただ

いております。

中国料理「彩雲」お昼のおす
すめコース 3,000円
※写真はイメージです。

対象店舗

札幌市中央区北2条西1丁目1番地

T E L

H P

011-242-7111（代表）
https://www.hotelmonterey.co.jp/

edelhof/restaurant/

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

ホテルモントレ札幌

創作フレンチ「華蘭亭」
【ランチ】11：30～15：00（L.O. 14：00）
【ディナー】17：00～21：00（L.O. 20：30）

素材と真摯に向き合う料理長福元が手掛け
る料理をお楽しみ下さい。ランチタイムは
大人気道産黒毛和牛の赤ワイン煮込みの

セット（サラダ・スープ・パン又はライ
ス・デザート・コーヒー付）等気軽に利用
できるセットを1,700円～ご用意。ディナー

タイムには記念日・誕生日に最適で生ケー
キ付きのアニバーサリープランを5,000円～
ご用意しております。個室も完備しており、

お祝い等様々なシーンでご利用頂けます。

道産黒毛和牛の赤ワイン煮
込み 1,800円

対象店舗

札幌市中央区北4条東1丁目3番地

T E L

H P

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

sapporo/restaurant/

特 典

会員証の提示で

お会計より
10%割引

＋
1ドリンクサービス

※他優待との併用不可
※会員1名につき
グループ全員対象

札幌エクセルホテル東急

和食 からまつ
7：00～10：00
11：30～14：30 ※予約営業
17：30～21：30 （L.O. 21:00)

タラバ蟹とズワイ蟹、2種の蟹をこだわり
の料理でお楽しみ頂ける蟹食べ比べ膳。
「海鮮しゃぶしゃぶ」「ズワイガニの甲

羅焼き」「タラバ蟹とズワイ蟹の炙り」
など全9品。
2～18名様まで対応可能な個室もご用意し

ておりますので、ご会合やご家族のお祝
辞など様々なニーズでご利用いただけま
す。

蟹食べ比べ膳
5,000円（1日限定10食）

札幌市中央区南8条西5丁目420

T E L

H P

011-530-3302（直通）
https://www.tokyuhotels.co.jp/
sapporo-e/restaurant/karamatsu/
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・お魚料理・お肉料理2種のメインディッ
シュから一品お選び下さい。その他はバイ

キングで、サイドディッシュ、カレー、
スープ、サラダ、デザート等ご用意してま
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：1,000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

■メンバーズ入会のご案内はこちらから

お得なあれこれ

会員特典 ご紹介！

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！

※2019年4月から、会員カードは黄色になりました。

●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40店舗）から提供され
た特典が掲載されています。

●大通ビッセ

大通ビッセ内の
対象店舗でも
優待サービスが
受けられます。



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
※税込1,500円以上
のご飲食で有効

1階レストラン「サウスウエスト」
7：00～10：00
11：30～14：30
17：30～22：30

40品も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
味しさを楽しめる実演をはじめ、シェフこ

だわりの料理が90分間お楽しみいただけま
す。ご家族・ご友人とのお食事はもちろん、
カジュアルなご会合や女子会など様々な

シーンでご利用ください。フリードリンク
付き（提供時間：平日11：30～L.O. 14：
00、土日祝11：30～L.O. 14：30）。

ランチバイキング
(毎日開催)
大人1,800円、65歳以上
1,550円、4歳～小学6年生
900円、3歳以下無料

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。

お子様の大好きな定番メニューの和牛ハン
バーグやオムライス、ミックスピッツァ、
ピアレのおすすめメニューのトマト・パッ

ツア、牛肉のタリアータ、蛤の白ワイン蒸
し、牛ロース肉のステーキなど、みんなが
大好きなイタリアンを揃えました。コース

仕立てに、お好きなものを何度でも、お酒
のおつまみにと様々なスタイルでお愉しみ
頂けるイタリアンテーブルオーダーバイキ

ングをどうぞ！

イタリアンテーブルオーダー
バイキング
大人3,980円、シニア2,980
円、小学生2,480円、小学生
未満無料

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
(6:30～23:00 火曜日は6:30～19:00)
中国料理 緑花
(11:30～15:00  17:00～21:00)

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（レストラン予約係）
https://www.princehotels.co.jp/sapporo/

ブッフェレストラン ハプナ ／ 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
スカイラウンジ トップ オブ プリンス
※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。

28階建て、地上107m、360度の眺望を楽し
むことが出来るタワー型ホテルです。明る
く落ち着いた雰囲気のレストランで、食べ

る楽しみを多彩にご提供するとともに、お
客さまにご満足いただけるサービスをご用
意してお待ちしております。

札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅より徒歩
約3分。ホテル・ＪＲ札幌駅北口間の無料
シャトルバスを運行中。詳しくはＷＥＢで。

フランス料理トリアノン
グラントリアノン
6,500円（税込・サ別）
※価格が変更になる場合
がございます。

対象店舗

対象店舗

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

011-222-1111（大代表）
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
※営業時間は店舗によって異なります。お電話でご確認ください。

フランス巨匠ベルナール・ビュフェの
絵画が飾られている１F「ダイニング＆
カフェ ランデブーラウンジ」では、日

本料理・上海料理・フレンチ・スイー
ツの4人の“シェフの技”と“旬の食
材”を取り入れた約40種類のこだわり

の料理や出来たてが味わえる「実演
コーナー」などバラエティ豊かで贅沢
な食べ放題を時間制限なしでお楽しみ

いただけます。

グランシェフランチビュッフェ
毎日 11:30～14:30開催
大人2,200円 65歳以上1,800円
小学生1,300円 小学生未満 無料
※時期によりスペシャル企画による
価格設定あり ※貸切の場合がござ
います。

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/

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。
お電話でご確認ください。

札幌駅と大通駅を繋ぐ札幌駅前通地下歩行空間直
結で、天候に左右されない便利な立地。地産地消
をもとに、北海道の大自然が育む恵み豊かな食材

を活かした最高の料理でおもてなしいたします。
待ち合わせやティータイムにぴったりの広々とし
たロビーラウンジのほか、大小の個室を備えた西

洋料理・中国料理・日本料理レストラン、ビアレ
ストラン、人気のバーでごゆっくりお過ごしくだ
さい。

ランチバイキング
（毎日開催）
大人2,400円、65歳以上
1,920円、小学生1,300
円、4歳～未就学児700
円、3歳以下無料

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/

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

ロンドは北海道内唯一の回転展望レストラ
ン。記念日やお祝い、プロポーズ等、特別
な夜には「アニバーサリーロイヤルペア

ディナー」をいかがですか。360度の夜景
に包まれるスペシャルなひとときをお過ご
しいただけます。《スパークリングワイン

（又はカクテル）、カップルシート・プラ
イベートシート確約、記念写真》の嬉しい
特典付。ケーキや花束、演出などのサプラ

イズもお気軽にご相談ください。詳しくは
ホテルHPをご覧ください。

アニバーサリーロイヤルペア
ディナー
お二人様 18,000円
前日までの要予約。
3つの特典付き。

対象店舗

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。

【日本料理 花城】醤油ベースで煮込む穴
子は提供の直前に香ばしく炙り、煮穴子の
旨味が凝縮されたタレをかけ仕上げます。

その他花城自慢の漬け鮪や玉子焼きなど職
人のこだわりが詰まった玉手箱をどうぞお
召し上がりください。◆にぎやか寿司◆茶

碗蒸し◆味噌汁◆甘味◆オーガニックコー
ヒー ●定食はお一人様1,700円からご用
意しております。 ●レストラン利用で駐

車場4時間無料です。

にぎやか寿司セット
お一人様 2,600円
ランチ11:50～14:30
（L.O.14:00）

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。

ホテルの洋食をカジュアルに、リーズナ
ブルに味わえるビストロの一押しランチ
メニュー。メインは特製ハンバーグとグ

ラタン、大海老のフライなどを盛り込ん
だワンプレート。旬の食材を使用した前
菜と、選べるデザートもセットになって

ボリューム満天。その他、メインとデ
ザートを選べるプリフィックスランチな
どもございますので、ご来店される度に

違った組み合わせの美味しさをご堪能頂
けます。

ビストロ「ラ・プロヴァンス」
ハンバークプレートランチ
1,600円
ランチ/11：30～L.O.14：00
ディナー/完全予約制・パー
ティープランのみ承ります。

対象店舗

ホテルオークラ札幌 特 典

会員証の提示で

お食事代より
10%割引

※飲み物は対象外
※他優待との併用不可

札幌市中央区南1条西5丁目

T E L

H P

011-221-2333（代表）
https://www.sapporo-hotelokura.co.jp/

レストラン コンチネンタル
中国料理 桃花林（とうかりん）
きょうど料理亭 杉ノ目（すぎのめ）
※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 桃花林】札幌駅から徒歩約15分、
大通駅から徒歩１分の好立地。落ち着いた
雰囲気の店内にて、北海道産食材を積極的

に取り入れた広東料理を提供。人気のあん
かけ焼きそば等豊富なアラカルトメニュー
のほか、フカヒレや北京ダックが含まれる

コースもご用意。個室もございますので、
ご家族や気のおけないお仲間とのお集まり、
ご接待にもご利用ください。

中国料理 桃花林
ランチ11:30～(L.O.)15:00
ディナー17:00～(L.O.)20:30
ランチセット1,650円～
ディナーコース4,800円～

対象店舗

札幌すみれホテル

地下1階和食堂 四季彩
【ランチ】11：30～14：30
【アイドル】14：30～17：00
【ディナー】17：00～21：00(L.O. 20：30）

四季彩御膳は、お造り・煮物・焼物・揚
物・お食事・デザートまでを一つのお膳で
召し上がって頂き、季節の食材をふんだん

に使ったお料理です。四季彩では、ご家族
友人でのお食事から、お仲間での気軽な飲
み会まで、落ち着いた雰囲気の中でお楽し

み頂けます。料理長が素材を厳選した、季
旬会席5,000円、季旬小会席3,500円もぜひ
一度、ご賞味下さいませ。

四季彩御膳 2,500円

札幌市中央区北1条西2丁目

T E L

H P

011-261-5151
http://www.sumirehotel.co.jp/

特 典

会員証の提示で

お会計より
ディナーメニュー

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

※ランチメニュー及び、
一部対象外商品あり

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.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）

2.レストラン＆バー「SKY J」 ／ 3.スカイレストラン「丹頂」 ／ 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2,900円のところ2,400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、「北海
道産ビーフフィレカツのサンドイッチ」を
毎日11時半～19時まで提供中。ジューシー

で柔らかな北海道産牛フィレ肉をさっくり
と香ばしく揚げたカツをサンド。グリーン
スムージー、プチサラダとご一緒にお楽し

み下さい。

プレミアムサンド第一弾 北海
道産ビーフフィレカツのサンド
イッチ 3,078円

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/

中国料理 緑花（ルファ）では、お席で
注文して出来立てアツアツが運ばれてく
る「テーブルオーダーバイキング」が人

気です。ランチ・ディナーとも2時間食
べ放題で毎日開催しています。ランチは
お料理24品に飲み放題の温かいお飲み物

6品が付きます。ディナーは緑花の定番
人気メニューを集めた42品コースと豪華
版の62品コースがあります。いずれも2

名様より承ります。

緑花のテーブルオーダーバイキ
ング（期間中毎日）
ランチ：お料理24品・2,500円
ディナー：お料理42品・3,900円
／お料理62品・5,700円
（すべて大人料金でサ込・税別）

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

除外日あり
対象店舗


