
 

予約なしでＯＫ 

●ローストビーフポン酢ジュレと生姜ソースの２種 

●ドゥーヴルフロマージュのムース トリュフ添え 

●レバームースポルト酒のゼリー寄せ 

●カマンベールチーズの西京味噌漬け 

●フォアグラの三升漬けマリネ 

●ヤリイカのレモンマリネ いくら添え 

●帆立貝のスモーク ●野菜のピクルス 

●海老のマリネからすみ風味 ●キャビア 

●パテ・ド・カンパーニュ ●マカロン２種 

●グランマニエ香るなめらかガトーショコラ 

お楽しみ洋風オードブル ２日前まで予約 

5,000 円 １～２名様用 

●有頭海老と帆立貝のフライ（タルタルソース） 

●牛タンのトマト煮込みカルタファタ包み  

●チーズ＆クラッカー●フライドチキン 

●インカのめざめのフライドポテト 

●つぶ貝とオリーブのアヒージョ串 

●ピクルス●ソーセージ 

●ミニソーセージドック  

●サーモンと蛸のカプレーゼ 

●じゃがフォンデュ 

●パテ・ド・カンパーニュ  

 

 

Ｌet’ｓ「家呑み！」 

スピカおすすめの彩り 

あふれた美味しさを 

盛合わせました。 

自由気ままな家呑み 

始めてみませんか。 

１名様用 1,300 円 

 

（直径 21 ㎝） 

家呑みプレート 当日お引き渡しの 
３時間前までの予約 

 

〇牛タン赤ワイン煮 
〇タイ風から揚げ 
〇ポテトニョッキ揚げ 
〇ハンバーグ 
〇牛ステーキ 
〇帆立貝ブルゴーニュ風 
〇有頭海老のフライ 
〇生ハムポテトサラダ巻き 
〇サーモンのエスカベーシュ 

ディナープレート 
当日お引き渡しの 
３時間前までの予約 

（直径 21 ㎝） １名様用 1,900 円 
（ライス付） 

ランチメニューお持ち帰り 予約なしでＯＫ 各 800 円 

平日にランチで提供しているメニューをお持ち帰りできます。 
●フィッシュランチ  ●ミートランチ  ●カレーランチ 

 

ランチタイム限定 

11:30～14:00 

 詳しいメニューはホームページ 

又はお電話にてお問合せ下さい。 

 

スピカプレート弁当 予約なしでＯＫ 

〈35.3×21.5×4.0〉 

3,300 円 ３名様用 

前日の午前中まで予約 スピカ特製オードブル 
（直径 29 ㎝） 

※商品はすべて消費税込みの表示となっております。 
ご予約お問合せ 7：00 から：スピカ 011-261-5390（直通） 

 

 

オムライス 

1,000 円 

ポークカツサンド 

850 円 

 

牛タンシチュー 

1,500 円 

ポークカツカレー 

1,200 円 

ハンバーグプレート 

800 円 

 

ステーキプレート 

1,200 円 

コラーゲンカレー 

700 円 
コラーゲンオムカレー 

800 円 

マカロン 予約なしでＯＫ 抹茶てりーぬ ～極～ 予約なしでＯＫ 

【À votre santé!】健康に配慮したマカロン“あなたの健康に乾杯！” 

 
5 個入り 

高カカオのマカロン 

抹茶のマカロン 

ナッツのマカロン 

アサイーとサツマイモのマカロン 

バオバブとオーガニックレモンのマカロン 

 

三重県産伊勢抹茶（上級奥みどり種）を使用。

色鮮やかな緑の色彩と豊かな香り、 

まろやかな旨味をホワイトクーベルチュールにた

っぷり練りこみました。 

極上の濃厚さと口どけをお楽しみください。 

 

2,500 円 
1,200 円 

1本（約 450ｇ） 



 

青椒肉絲ＢＯＸ 酢豚ＢＯＸ 豚肉と玉子の炒めＢＯＸ 

あんかけ焼きそばＢＯＸ 

海老チリＢＯＸ 

麻婆豆腐ＢＯＸ 
※陳麻婆豆腐に変更の場合５０円UP 

 

四川飯店特製オードブル又は四川飯店おうち de ごはんと一緒のご注文で 

あんかけ焼きそば ひき肉炒飯 

四川ランチＢＯＸ 予約なしでＯＫ 

各950 円 ランチタイム限定 11:30～14:00 

白飯➔炒飯に変更の場合 250 円UP 

※商品はすべて消費税込みの表示となっております。 
ご予約お問合せ 11：30 から：四川飯店 011-211-0525（直通） 

 

パンフレットの写真はイメージです。仕入れ状況により一部内容が変更になる場合がございます。 

①牛肉とピーマンの細切り炒め 

②豚肉のニンニクソース炒め 

③鶏もも肉のカシューナッツ入り唐辛子炒め 

④酢豚 ⑤鶏もも肉の唐揚げ 

⑥海老のチリソース 

⑦海老の四川風塩味炒め 

⑧海老フリッターのマヨネーズ和え 

⑨麻婆豆腐  ⑩春捲  ⑪肉焼売 

⑫揚げ胡麻団子 

四川飯店特製オードブル 12 種類の中より６品お選び下さい 

４～５名様用（直径 37 ㎝） 

当日お引き渡しの 
２時間前までの予約 

 

2～3名様用（直径 31 ㎝） 

4,000 円 

6,000 円 

 

予約なしでＯＫ 四川飯店おうち deごはん 2名様用 1,800 円 

 
※麻婆豆腐を陳麻婆豆腐に変更の場合１００円UP 

A 

予約なしでＯＫ 四川飯店特製ソース商品 

陳麻婆豆腐のソース〈冷凍〉内容量250ｇ 
海老入りチリソース〈冷凍〉内容量450ｇ 

棒棒鶏のソース〈冷凍〉内容量 200ｇ 

くるみのカリカリ飴がけ 

1,100 円 

1,600 円 
600 円 
650 円 

 

特別価格 

800 円 

通常価格 

1,100 円➔ 

担担麺ＢＯＸ 

A チョイス 
１、麻婆豆腐 
２、海老と玉子のチリソース 

３、酢豚 
４、茄子の味噌味煮込み 
５、豚肉とキャベツの味噌炒め 

Ｂ チョイス 

ア、豚肉とピーマンの細切り炒め 
イ、鶏もも肉のカシューナッツ入り唐辛子炒め 
 

固定メニュー 

  焼売・春巻き・ザーサイ 

 

A 

B 

特別価格 

800 円 

通常価格 

1,100 円➔ 



 

ご予約お問合せ  

 

ACCESS 
【 J R 】   JR札幌駅南口より徒歩７分 

【地下鉄】   南北線さっぽろ駅 10番出口より徒歩 5分 

東西線・南北線大通 1番出口より徒歩 5 分 

代表電話 011-261-5311 

ス ピ カ 011-261-5390（直通） 

四川飯店 011-211-0525（直通） 

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

 

〒060-0001 札幌市中央区北１条西６丁目 

 

公式ホームページ 

※商品はすべて消費税込みの表示となっております。 

ご予約お問合せ 7：00から：スピカ 011-261-5390（直通） 
 

さば寿司と炙りさば寿司「各 6貫」 

ハーフ＆ハーフもご用意しております。 

バンケットキッチン 
和食・洋食料理長監修 
テイクアウトオードブル 

 

３日前まで予約 

６,０００円 

 

〈35.3×21.5×4.0〉 

さば姿寿司「12 貫」 

京都名物さば寿司を是非ご堪能下さい。 

 
２,０００円 

さば寿司「6貫」 
ハーフサイズ「６貫」もご用意しております。 

１,１００円 

３名様用  

 

前日の午前中まで予約 

 

２,０００円 

※商品はすべて消費税込みの表示となっております。 
ご予約お問合せ 11：30 から：四川飯店 011-211-0525（直通） 

四川プチカップ 予約なしでＯＫ 各500 円 

シャカシャカ 
サラダ 

麻婆豆腐 牛肉とピーマンの 
細切り炒め 

酢豚 鶏もも肉の 
カシューナッツ入り

唐辛子炒め 

海老と玉子の 
チリソース 

B弁当 2,200 円 
・クラゲの甘酢 ・海老の薄塩漬け 

・白菜の甘酢漬け玉子巻 

・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 ・焼売 

・豚肉とイカの XO ソース炒め 

・ミートボールとイモ餅の甘酢 

・白飯 ・ザーサイ ・杏仁豆腐  

※お茶付き 

A弁当 1,100 円 

 ・クラゲの甘酢  

海老のチリソース 

・焼売 ・麻婆豆腐  

・牛肉とピーマンの細切り炒め  

・甲イカの塩味炒め  

・白飯 ・ザーサイ ・杏仁豆腐 

 

 

四川飯店特製弁当 前日までの予約 白飯➔炒飯に変更の場合 250 円UP 

和食料理長・山下有司 
京都で修行を積んだ山下有司の 
さば寿司と 
京風おばんざい盛合わせ 
京都伝統の味をご堪能下さい。 
 
洋食料理長・菅原康宏 
洋風定番の盛、 
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。 

 

揚げゴマ団子（3ケ） 


