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10 月 1 日は、「札幌ホテル夜景の日」
日本新三大夜景都市 札幌認定 1 周年記念
ホテルレストランの夜景と食で、夜景観光を PR

「札幌ホテル夜景ディナー企画」を開催
2016 年 10 月 1 日(土)より

センチュリーロイヤルホテル

ホテルエミシア札幌

JR タワーホテル日航札幌

京王プラザホテル札幌

展望レストランのある札幌市内の 3 つのホテル（センチュリーロイヤルホテル、ホテルエミシア
札幌、JR タワーホテル日航札幌）が、10 月 1 日（土）を「札幌ホテル夜景の日」と定め、同日より
夜景をテーマにした特別ペアディナーをご提供いたします（11 月 30 日まで）。
本企画は札幌が「日本新三大夜景都市」に認定されてから 10 月で 1 周年になるのに合わせて、食
と夜景を組み合わせた「新しい夜景観光」を創造・発信し、
（札幌の夜景が）新たな観光資源である
ことを地元客や観光客に PR することを目的に企画、開催するもので、初の共同企画となります。
また、今回の企画では、宝飾品販売会社ともタイアップを図り、カップルのデートやプロポーズ
スポットであることを積極的に PR し、ブライダル需要の掘り起こし、活性化も図ってまいります。
今回提供するディナーのテーマは「宝石箱」
。キャビアやイクラなどで夜景＝宝石箱に見立てた特別
料理や札幌の星空と夜景をイメージしたカクテルなど、各ホテルレストランのシェフらが味はもちろ
んのこと、見た目の華やかさも工夫した期間限定のペアディナーコースをご提供いたします。
また同期間中は、無料の画像共有アプリケーションソフトウェア インスタグラムによる夜景写真の
フォトコンテストを開催、優秀作品には参加ホテルレストランのディナー券をプレゼントいたします。
このほか、センチュリーロイヤルホテルでは、2 階ロビーで札幌市の協力のもと「札幌の夜景」をパネ
ル展示し、札幌の夜景の魅力を宿泊客や地元市民らに PR いたします。概要は別紙の通りです。
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日本新三大夜景都市 札幌認定1周年記念
「夜景が見えるレストランがある3ホテル共同企画」開催概要
■開催期間：2016年10月1日（土）～11月30日（水）
■開催店舗：センチュリーロイヤルホテル23階 スカイレストラン ロンド
ホテルエミシア札幌 31階 イタリアンレストラン「ラ・ステラ」
JRタワーホテル日航札幌 35階 レストラン&バー「SKY J」
■後

援：札幌市、（一社）札幌観光協会、㈱札幌副都心開発公社

■協

力：JRタワー展望室タワー・スリーエイト

■特別協力：（一社）夜景観光コンベンションビューロー
■開催目的：
札幌が「日本新三大夜景年」に認定されてから 10 月で 1 周年になるのに合わせて、食と夜景を組み
合わせた「新しい夜景観光」を創造・発信し、
（札幌の夜景が）新たな観光資源であることを地元客や
観光客に PR することを目的に企画。キャビアやイクラなどで夜景＝宝石箱に見立てた特別料理や札幌
の星空と夜景をイメージしたカクテルなど、シェフらが味はもちろんのこと、見た目の華やかさも
工夫した期間限定のペアディナーをご提供いたします。
ホテル名：センチュリーロイヤルホテル
店舗名：スカイレストラン

ロンド（23 階）

プラン名：アニバーサリーロイヤルペアディナー※前日迄の予約制
ご利用時間：16：00～23：00（コース L.O.21：00、L.O.22：00）
料金：2 名様 19,440 円（税金・サービス料込）
＜メニュー＞
・液体窒素のアミューズ キャビア

南瓜ムース 南瓜の種

焼き茄子ピューレ

・平目と海の幸の宝石箱仕立て 夜景見立てのソースで 雲丹 イクラ サラダ添え
・北海道産鮪の炙り バルサミコと香草のソース 札幌の夜景をイメージして
・まるごと坊ちゃん南瓜のクリームスープ

黒トリュフの香りで

・本日鮮魚のポワレとハートのブッシェパイ入り 貝類のフリカッセ
ハートのモッツァレラチーズ添え
・びらとり和牛シチューのパピヨット仕立て ポルチーニ茸の ア・ラ・クレーム
黒トリュフ 温野菜添え
・カシスのムース月の飾り

キラキラジュレとフルーツ添え

・パン ・オーガニックコーヒー
特典：スパークリングワイン（1/2 ボトル）またはカクテル 2 杯付き、記念写真、2 日前までの予約で
ホールケーキ（3 号）をプレゼント

※さらにメッセージプレートをおつけいたします。ご予約時に

お申し付けください。
■ご予約・お問い合わせ先：011-221-3008(ロンド 直通)

ホテル名：ホテルエミシア札幌
店舗名：イタリアンレストラン

ラ・ステラ（31 階）

プラン名：La Stela Dinner Course –Brillareご利用時間：17:30～22:00（L.O. 21:30）
料金：2 名様 14,000 円（税金・サービス料込）
＜メニュー＞
・フェッラーリ･マキシマム･ブリュット
・鮮魚のカルパッチョ "秋の札幌夜景"
・秋鮭のプッタネスカ 自家製パスタ タリアテッレ
・オマール海老のインパデッラ 彩り野菜

アメリケーヌソース

・和牛ロース肉とフォアグラのタリアータ

赤ワインソース

トリュフのカプチーノ

・ジュエリージェラート マチェドニアフルーツ
・自家製パン
・コーヒーまたは紅茶
※3 日前迄要予約
■ご予約・お問い合わせ先：011-893-6933（レストラン予約センター直通）
ホテル名：ＪＲタワーホテル日航札幌
店舗名：レストラン＆バー ＳＫＹ Ｊ（35 階）
プラン名：SKY Dinner
ご利用時間：17:30～24:00（L.O. 21:00）
料金：1 日 2 組限定

2 名様

15,000 円（税金・サービス料込）

＜メニュー＞
『Hokkaido Cuisine Dinner』
（お一人様 6,800 円）と
『カクテル

Night

View

35』
（一杯 1,300 円）がそれぞれ二名様分

セットになったお得なペアディナーです。
『Hokkaido Cuisine Dinner』は、アミューズ、冷製オードブル、温製オードブル、魚料理、肉料理、
デザート、パン、コーヒー。
『カクテル

Night

View

35』は、辛口のシェリー酒とハーブリキュールを合わせた

爽やかな口当たりのカクテルです。
地上 150m、ＪＲタワー35 階の窓から目の前に広がる札幌の星空と夜景をイメージしました。
食前酒としてお楽しみください。
■ご予約・お問い合わせ先：011-251-6377（レストラン直通）

■参加ホテルの夜景の特徴（コメント・写真提供：一社
★センチュリーロイヤルホテル 23 階

夜景コンベンションビューロー）

スカイレストラン ロンド

360 度式の回転レストランとして、唯一無二の鑑賞環境を提供。洗練されたビル光と北海道の澄んだ
夜空が絶妙なバランスで展開し、どの方向を眺めても美しく見事な構図だ。時間と共に移ろいゆく空
色も秀逸で、特に日没後のブルーモーメントは一級品。青々とした夜空に艶やかな色光が際立つ。美
味なる食事に舌鼓を打ちつつ夜景を堪能すれば、誰もが光輝く都市で主人公になれること間違いない。

★ホテルエミシア札幌

31 階 イタリアンレストラン

ラ・ステラ

市街地から少し離れたロケーションゆえ、視界を遮ることなく夜景を一望できる展望レストラン。そ
の眺望は白色の蛍光灯が多い普段の日本の夜景とは一線を画した光景。情熱的なオレンジ色の光が瞬
く大地と、海岸線のように切り取られた闇のシルエット。それはまるで地中海の港町・ナポリを彷彿
とさせる。味わい深いイタリア料理を食しながら、夜の極上リゾート気分に浸ってほしい。

★JR タワーホテル日航札幌 35 階

レストラン & バー SKY J

札幌駅の真上にそびえ立ち、
「日本新三大夜景都市」のひとつである札幌の大パノラマをダイナミック
に望める頂上名所。さっぽろテレビ塔などのランドマークはもちろん、市街地に広がる豊かな色光は
変化に富み、何十分眺めていても飽きさせない魅力に溢れる。臨場感溢れる夜景鑑賞を約束するバー
カウンター等、記念日や誕生日だけでなく、大切な人と何年も色褪せない記憶を紡ぐには最高の舞台
だ。

■その他の企画：
期

間

JR タワー展望室
タワー・スリーエイトペア入場券
プレゼント
インスタグラム夜景フォト
コンテスト

2016 年 10 月 1 日（土）～11 月 30 日（水）
各ホテルの対象メニューをご利用いただいたお客様から
先着 50 組 100 名様

合計 300 名様にプレゼント

●結果発表：2016年12月12日（月）10:01

※対象のホテル公式ホームページにて発表いたします。
●優秀賞：各ホテル1作品ずつ
●賞

計3作品

品：ペアディナー券3組6名様

●審査員：各ホテル企画担当スタッフ
●参加費：無料
●応募条件

（1）Instagramにて、札幌ホテル夜景の日実行委員会のInstagram公
式アカウント@sapporo_hotels_yakeinohiをフォローされた方。
（2）ご自身が対象レストランにて撮影された画像であること。（お
一人様何枚でもご応募いただけます。）
●応募方法

対象レストランのセンチュリーロイヤルホテル「スカイレストラン
ロンド」、JRタワーホテル日航札幌「レストラン＆バー スカイJ」、
ホテルエミシア札幌「イタリアンレストラン ラ・ステラ」いずれか

をディナータイムにご利用いただき、お席から写真を撮影。Instagram
を使用し、ハッシュダグ「#札幌ホテル夜景の日」「＃撮影したホテ
ル名」をつけて投稿してください。
●入賞者発表

入賞された写真は、2016年12月12日 10:01、各ホテルHPにて公開いた
します。入賞された方へは、2016年12月10日（土）までに、フォロー
していただいたアカウント@sapporo_hotels_yakeinohiより、
Instagram上のダイレクトメッセージにて直接ご連絡いたします。受
賞発表までフォローを外さないようにお願いいたします。
入賞通知を受信後、指定の期限までに、ご連絡先、商品お届け先など、
必要事項を指定の方法でご連絡ください。
ご返信を指定日時までにいただけない場合は、賞品の発送は取り消し
とさせていただきますのでご注意ください。
札幌ホテル夜景の日実行委員会（以下「当委員会」という）のフォト
コンテストページ（以下「本サイト」という）において、サービスを
利用される方(以下「ご利用者」という)は、本サイト利用時の規約（以
下「本催事規約」という）にご同意いただいたものとみなします。

■宝飾販売会社（㈱プロポーズ 札幌 paseo店）とのコラボレーション企画
期間：2016年10月1日（土）～11月30日（水）
期間中、「3ホテル」→「プロポーズ 札幌paseo店」、「プロポーズ 札幌paseo店」→「3ホテル」で
利用客に特典を付与いたします。
●「プロポーズ

札幌paseo店」→「3ホテル」

ホテルの特典
・センチュリーロイヤルホテル

1輪の薔薇をプレゼント

・ホテルエミシア札幌

プロポーズの場所として（ホテルの）チャペルを提供

・JRタワーホテル日航札幌

SKY Dinner 10%割引

●「3ホテル」→「プロポーズ

札幌paseo店」

プロポーズ 札幌paseo店の特典
①ブライダルをご予定のお客様
いずれかのホテルで食事をした来店者または来店予約者にノベルティをプレゼント
②ブライダルをご予定でないお客様
・お手持ちのジュエリーを無料でクリーニング
・お手持ちのジュエリーのリフォームを希望の方の見積もり無料
③全員にもれなくノベルティをプレゼント
■プロポーズ 札幌paseo店

お問い合わせ先：011-213-5577

