2021 レストランオードブル
スピカ
お楽しみ洋風オードブル

期間 2021/3/31 まで

２日前まで予約

上質なものを少しずつバラエティー豊富なメニューをお楽しみください

洋食

価格

5,000 円（税込） １〜２名様用

○ローストビーフポン酢ジュレと生姜ソースの 2 種
○フォアグラの三升漬けマリネ
○キャビア

GoToEat 北海道食事券ご利用いただけます。

四川飯店特製オードブル

当日お引渡しの 2 時間前まで予約

中華

○野菜のピクルス

○レバームース ポルト酒のゼリー寄せ
○帆立貝のスモーク

○海老のマリネからすみ風味

○ドゥーヴルフロマージュのムース トリュフ添え

③鶏モモ肉のカシューナッツ入り唐辛子炒め

②豚肉のニンニクソース炒め
④酢豚

○マカロン 2 種

⑤鶏もも肉の唐揚げ

オードブルと一緒のご注文で

和洋テイクアウトオードブル
和食 洋食

4,000 円（税込） ２〜３名様用

①牛肉とピーマンの細切り炒め

○グランマニエ香るなめらかガトーショコラ

洋食

価格

○カマンベールチーズの西京味噌漬け
○パテ・ド・カンパーニュ

２日前まで予約

6,000 円（税込） ４〜５名様用

12 種類の中より 6 品をお選びください

○ヤリイカのレモンマリネ イクラ添え

スピカ特製オードブル

価格

価格

⑦海老の四川風塩味炒め

3,300 円（税込） ３名様用

○フライドチキン
○ミニソーセージドック
○ソーセージ
○インカのめざめのフライドポテト
○牛タンのトマト煮込みカルタファタ包み
○じゃがフォンデュ
○有頭海老とホタテフライ（タルタルソース）
○サーモンとタコのカプレーゼ
○ツブ貝とオリーブのアヒージョ串
○チーズ＆クラッカー
○パテ・ド・カンパーニュー
○ピクルス

３日前まで予約

⑥海老のチリソース

価格

⑧海老フリッターのマヨネーズ和え
⑨麻婆豆腐
⑩春巻
五目あんかけ焼きそば
各

800 円

⑫揚げ胡麻団子

セット特別価格のため
（税込） 割引対象外

四川飯店おうち de ごはん
中華

価格

予約なしで OK

1,800 円（税込）２名様用

麻婆豆腐を陳麻婆豆腐に変更の場合 100 円 UP

どちらかチョイス

Ａ. 海老と玉子のチリソース
又は

B. 豚肉とピーマンの細切り炒め
麻婆豆腐
春巻・焼売・ザーサイ

Ａ

6,000 円（税込） ３名様用

Ｂ

四川飯店おうち de ごはんと一緒のご注文で

バンケットキッチン
和食・洋食料理長監修

五目あんかけ焼きそば

五目チャーハン

特別価格

特別価格

800 円

和食料理長・山下有司（京都出身）
京都で修業を積んだ山下有司の鯖
寿司と京風おばんざいの盛合わせ
京都伝統の味をご堪能下さい。

⑪肉焼売

五目チャーハン

800 円

（税込）

京都さば寿司単品

洋食料理長・菅原康宏（北海道出身）
洋食定番の盛合わせ、自家製ロース
トビーフなどファミリーに人気メ
ニューを揃えました。

仕入状況により一部内容が変更になる場合があります。

２日前まで予約

（税込）

価格

2,000 円（税込） ボリューム満点の 12 貫

京都出身の和食料理長山下有司が丹精込めて作り上
げます。京都名物さば寿司を是非ご堪能ください。

持ち帰りお弁当
スピカプレート弁当
牛筋肉をじっくり煮込んだ
スピカの人気メニュー

四川飯店ランチ特製弁当

前日までの予約

ランチタイム限定 11：30 ～ 14：00

３０食
限定

A 弁当 １,１００円 （税込）

予約なしで OK

GoToEat 北海道食事券

ご利用いただけます。
・クラゲの甘酢・海老のチリソース・焼売
・牛肉とピーマンの細切り炒め・麻婆豆腐
・甲イカの塩味炒め・白飯・ザーサイ・杏仁豆腐

人気のコラーゲンカレーとオムライス 2 つ みんなが大好きな定番メニュー。
素材にこだわった牛肉を自家
の味を楽しむことができるお得なメニュー 生姜ソースが美味しさを引き立てます。 製生姜ソースでスタミナ UP

Ｂ弁当 ２,２００円（税込）

コラーゲンカレー

自家製
生姜ソース

ハンバーグプレート

コラーゲンオムカレー

７００円（税込）

８００円（税込）

ランチメニュー持ち帰り

ステーキプレート

８００円（税込）

予約なしで OK

１,２００円（税込）

各８００円（税込） ランチタイム限定
11：30 ～ 14：00

平日のランチで提供しているメニューを持ち帰りできます。 詳しいメニューはホームページ

フィッシュランチ

スピカ BOX

ミートランチ

カレーランチ

Ⓐ

Ⓓ

Ⓐ ポークカツサンド
７５０円（税込）

Ⓑ ミックスサンド
６５０円（税込）

Ⓒ スピカ洋風丼
７５０円（税込）

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ 野菜スープ

上記ⒶⒷⒸとセットで

価格

各

四川飯店ランチ BOX
青椒肉絲ボックス

予約なしで OK

ランチタイム限定 11：30 ～ 14：00

各９５０円（税込）

麻婆豆腐ボックス

海老チリボックス

麻婆豆腐を陳麻婆豆腐に変更の場合 50 円 UP

豚肉と玉子の炒めボックス

あんかけ焼きそばボックス

当日お引渡しの
3 時間前までの予約

９８０円（税込）
Let's「家呑み！」
「スピカ」おすすめの彩り
あふれる美味しさを盛合
わせた「家呑みプレート」
で自由気ままな家呑みを
始めてみませんか

酢豚ボックス

+５０円（税込）

ガーデンパレス
旅ストーリー弁当
２日前まで予約

又はお電話にてお問合せ下さい。

家呑みプレート

前日の午前中までの予約

・クラゲの甘酢・海老の薄塩漬け・白菜の甘酢漬け玉子巻き
・牛肉とピーマンの細切り炒め・茄子入り麻婆豆腐
・海老のチリソース・豚肉とイカのＸＯソース炒め
・ミートボールと芋餅の甘酢・焼売・白飯・ザーサイ
・杏仁豆腐 ＊お茶ペットボトル付き

「北海道弁当」

冷凍レトルトソース

1,500 円（税込）

陳麻婆豆腐のソース ２〜３名様用 １,１００円 （税込）

「美味しいを巡る 8 つの旅」
ホテルガーデンパレスグループは全国 8 都市にございます。
その 8 都市の「美味しい」をあつめてお弁当にしました。
ぜひ全種類お召し上がりいただき、美味しいストーリーをお楽しみください。

○第１週１月１８日〜１月２４日 北海道弁当（北海道の郷土料理） ○第 5 週 2 月１5 日〜 ２月２１日 京都弁当（京都おばんざい）
○第 2 週１月２５日〜 １月３１日 仙台弁当（仙台名物牛タン入り） ○第 6 週 2 月２2 日〜 ２月２８日 大阪弁当（大阪名物牛すじ土手やき）
○第 3 週 2 月 1 日〜 2 月 7 日 東京弁当（東京名物深川ご飯）

お好きな時に四川飯店の味をお楽しみいただけます。

○第 7 週 3 月 1 日〜３月 7 日 広島弁当（広島の郷土料理）

○第 4 週 2 月 8 日〜 2 月１４日 名古屋弁当（名古屋名物味噌カツ） ○第 8 週 3 月 8 日〜 3 月１４日 うまかもん弁当（九州名物明太子）

こちらは常温

の商品です。
海老入りチリソース ２〜３名様用 １,６００円 （税込）
くるみｶﾘｶﾘ飴がけ６５０円 （税込）
棒棒鶏のソース ６００円（税込）

ご予約お問合せ

代表電話

スピカ直通

仕入状況により一部内容が変更になる場合があります。

011-261-5311

011-261-5390

〒060-0001
札幌市中央区北１条西６丁目
URL

https://www.hotelgp-sapporo.com/

公式ホームページ

