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都ホテルズ＆リゾーツ
9 ホテル共同企画「北海道フェア」開催
素敵な賞品が当たるプレゼントキャンペーンも実施
都ホテルズ＆リゾーツは、9 ホテルのレストラン 25 店舗にて、2019 年 9 月 1 日（日）～10 月 31 日（木）の
期間で「北海道フェア」を開催いたします。
乳製品や十勝牛など、十勝地方の良質で豊富な食材を始めとする各産地の魅力的な味が楽しめるほか、食事の
締めには札幌発信の「シメパフェ」を各ホテルオリジナルパフェでご用意いたします。
また、期間中に対象メニューを含むご利用で、宿泊券や北海道グルメを満喫できる素敵な賞品が当たるプレゼ
ントキャンペ―ンを実施いたします。
詳細は別紙をご参照ください。
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シェラトン都ホテル東京
シェラトン都ホテル大阪
都テル 岐阜長良川
都ホテル 四日市
都ホテル 博多（2019 年 9 月 22 日開業） 都ホテル ロサンゼルス

ウェスティン都ホテル京都
大阪マリオット都ホテル
都ホテル 京都八条
都ホテル 尼崎
都ハイブリッドホテル トーランス・カリフォルニア

都シティ

都シティ 東京高輪
都シティ 津
都シティ 大阪本町（2020 年春開業予定）

都シティ 近鉄京都駅

都リゾート

志摩観光ホテル

都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト

都リゾート 志摩 ベイサイドテラス

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ
（旅館）奈良 万葉若草の宿 三笠

ホテル志摩スペイン村
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神戸北野ホテル

都シティ 大阪天王寺

（旅館）賢島宝生苑

別

紙

■開催概要
【開催期間】 2019年9月1日（日）～10月31日（木）
【参画ホテル】 シェラトン都ホテル東京／シェラトン都ホテル大阪／ウェスティン都ホテル京都／大阪マリオッ
ト都ホテル／都ホテル 岐阜長良川／都ホテル 四日市／都ホテル 京都八条／都ホテル 尼崎／
都シティ 大阪天王寺
【キャンペーン実施概要】
期間中に対象メニューを含むご利用で、宿泊券や北海道グルメを満喫できる素敵な賞品が当たるプレゼント
キャンペ―ンを実施
応募要項
１．参加方法 ①スタンプカードを受取る。＊配付場所：対象店舗
②対象メニューを含むご利用金額1,000円
（税サ込）毎にスタンプ１個を集める。
２．応募方法 ご希望の賞品に応じたスタンプが貯まれば
必要事項を記入し、対象店舗にご応募。
３．当選発表 厳正なる抽選のうえ、賞品の発送をもって発表に
かえさせていただきます。
４．賞品内容
ウェスティン都ホテル京都

◎特別賞 スタンプ20個（１名様）
ウェスティン都ホテル京都 朝食付ペア宿泊券
◎グルメ賞 スタンプ 5個以上（各5名様）
A賞：サッポロビール園のジンギスカンセット（鍋付き）
B賞：世界の3大タラバ蟹 食べ比べ！
C賞：十勝花畑牧場のラクレット・北海道産野菜・
プレミアムワイン “グランポレール”北海道満喫セット
D賞：北のハイグレード食品アソートセット
◎Ｗチャンス賞（20名様） ※抽選に外れた方の中から抽選で
サッポロ生ビール黒ラベル ギフトセット

【都ホテルのシメパフェ】
9ホテルそれぞれのオリジナル「シメパフェ」をご用意いたします。北海道のミルクを使ったパフェや
季節のフルーツを使ったパフェを、コースメニューのデザートやラウンジなどでご提供いたします。
また、ブッフェレストランでは、ご自身でアレンジするパフェコーナーも登場。各ホテルの個性溢れる
「シメパフェ」をお楽しみください。
【参加ホテル・対象店舗・料金】
■シェラトン都ホテル東京
カフェ カリフォルニア
◇北海道フェアコース
〔料 金〕ランチ 5,000円 ／ ディナー 10,000円
中国料理 四川
◇北海道フェアコース
〔料 金〕11,000円
ロビーラウンジ バンブー
◇札幌スープカレーなどアラカルト
〔料 金〕メニュー例
・アラカルト
1,550円～
・スイーツ
650円
◇「シメパフェ」
十勝ヨーグルトとハスカップのミックスベリーパフェ
〔料 金〕1,600円

シェラトン都ホテル東京「四川」
北海道フェアコース

※いずれも表示料金に別途、消費税およびサービス料（10％）を加算させていただきます。

-2-

■シェラトン都ホテル大阪
バイキング＆カクテルラウンジ トップ オブ ミヤコ
◇北海道フェア ブッフェ
〔料 金〕・ランチ
大人 2,693 円（9 月：3,200 円 10 月：3,260 円）
・ディナー 大人 4,124 円（9 月：4,900 円 10 月：4,990 円）
※（ ）内の表示料金には、消費税およびサービス料（10％）が含まれております。

レストラン＆ラウンジ eu（ゆう）
◇北海道フェア ア・ラ・カルト
〔料 金〕・雲丹と帆立貝、サンマの冷製オードブル仕立て
・洋風イカ飯 ブイヤベース仕立て
・サーモンの包み焼 味噌風味のクリームソース トリュフ添え
・北海道産 牛フィレ肉のステーキ 十勝産 赤ワインソース
・海老と蟹のパスタ グレープフルーツの香り

1,400 円
1,700 円
1,800 円
7,000 円
2,400 円

バー eu（ゆう） ／ レストラン＆ラウンジ eu（ゆう）
◇「シメパフェ」北海道ミルクジェラートのマロンパフェ
〔料 金〕1,300 円
日本料理 うえまち
◇北海道フェア 旬彩弁当
〔料 金〕4,210 円
中国料理 四川
◇北海道フェア ア・ラ・カルト
〔料 金〕
・北海道産 帆立貝のサラダ仕立て 山椒ソース
・北海道産 帆立貝と百合根の炒め
・北海道産 百合根と皮むき海老の炒め
・十勝牛フィレ肉の炙り焼 沙茶醤ソース

2,190 円
3,030 円
3,790 円
3,370 円

シェラトン都ホテル大阪
「シメパフェ」

※いずれも表示料金に別途、消費税およびサービス料（10％）を加算させていただきます。

カフェ＆グルメショップ カフェベル
◇スイーツ＆ブレッド
〔料 金〕・フロマージュ
・赤すぐりのチーズマフィン
・大人のフルートパン
・北海道産 野菜のキッシュ

381 円
250 円
281 円
381 円

※表示料金に別途、消費税を加算させていただきます。

■ウェスティン都ホテル京都
レストラン グランドビュー
◇北海道フェア コース
〔料 金〕ランチ 5,100円
鉄板焼 くぬぎ
◇北海道フェア
〔料 金〕ランチ 5,000円

／ ディナー 11,000円

／ ペアディナー 40,000円（おふたり様）

バー ムーンライト
◇北海道フェア
ウェスティン都ホテル京都「グランドビュー」
〔料 金〕・北海道イブニング・ハイティー 3,400円
9 月のディナー
・北海道カクテルフェア 3種
各1,350円
キャラメルフィズ／赤肉メロンのフラペチーノ／パンプキンマティーニ
◇「シメパフェ」十勝シメパフェ
〔料 金〕1,350円
※いずれも表示料金に別途、消費税およびサービス料（10％）を加算させていただきます。
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■大阪マリオット都ホテル
ライブキッチン COOKA（クーカ）
◇北海道名物グルメに注目！“北海道ブッフェ”
〔料 金〕ランチ 3,800円～ ／ ディナー 6,300円～
レストラン ZK（ジーケー）
◇北海道フェア コース 欧風料理／日本料理／鉄板焼
〔料 金〕
・欧風料理 スペシャリテ “北海道”（ディナー）

15,000円

※コースメニュー内にて「シメパフェ」をご用意

・日本料理 北海道弁当（ランチ）
旬彩 “北海道”（ディナー）
・鉄板焼
北海道ランチ
香 “北海道”（ディナー）

4,700円
15,000円
10,000円
26,000円

大阪マリオット都ホテル「ZK」
日本料理 北海道弁当

※いずれも表示料金には、消費税およびサービス料（10％）が含まれております。

■都ホテル 岐阜長良川
鉄板焼 ひだ
◇北海道フェア 十勝牛コース “北の空”
〔料 金〕15,150円 ※コースメニュー内にて「シメパフェ」をご用意
日本料理 かいらん亭
◇北海道フェア ア・ラ・カルト
〔料 金〕・海鮮丼
・北海道産 ホッケ
・十勝小豆プリン

4,040円
1,260円
670円

都ホテル 岐阜長良川「鉄板焼 ひだ」
十勝牛コース 北の空

スカイバー エステラ
◇北海道ワインを堪能
〔料 金〕・余市ツヴァイゲルトレーベ
6,730円
・北海道ケルナー
6,730円
・ノンアルコールカクテル「紫玉 シギョク」
840円
※いずれも表示料金に別途、消費税およびサービス料（10％）を加算させていただきます。

■都ホテル 四日市
パークサイドカフェ
◇北海道フェア ランチ＆スイーツブッフェ
〔料 金〕ランチ 大人2,500円
※9.10月 毎週金・土・日曜日開催
パークサイドカフェ ／ シャルルー
◇「シメパフェ」北海道フェアにちなんだシメパフェ
〔料 金〕伊勢茶パフェ 850円 ／ ピスタチオパフェ 850円

都ホテル 四日市
2 種類の「シメパフェ」

※いずれも表示料金には、消費税およびサービス料（10％）が含まれております。

■都ホテル 京都八条
中国料理 四川
◇北の恵み ランチ ／ ディナーコース
〔料 金〕
・ランチ
3,400円
（十勝ハーブ牛の煮込み 黒酢風味など、全7品）

・ディナー 8,500円～
（花咲ガニとホタテ貝柱のあっさり塩味炒めなど、全8品）

ダイニングカフェ＆バー ロンド
◇秋空ディナーコース
〔料 金〕3,400円
（ホタテとタラのチャウダー仕立て北海道のお米“ななつぼし”と
十勝のパルメザンチーズの香りなど、全7品）

ロビーラウンジ
◇「シメパフェ」北海道ミルクジェラートを使った大人の珈琲ゼリーパフェ
〔料 金〕1,000円
-4-

都ホテル 京都八条「四川」
北の恵みランチコースより

バー ラグーン
◇余市のワインと北海道チーズのマリアージュ ※グラスワイン1杯と北海道チーズをつかったフィンガーフード
〔料 金〕2,100円
※いずれも表示料金に別途、消費税およびサービス料（10％）を加算させていただきます。

■都ホテル 尼崎
レストラン アゼリア
◇北海道フェア グルメブッフェ
※自分好みの組み合わせで作れる「シメパフェ」もご用意

〔料 金〕・ランチ
2,030円～
（9月：2,412円～ 10月：2,450円～）
・ディナー 2,870円～
（9月：3,410円～ 10月：3,500円～）
※（ ）内の表示料金には、消費税およびサービス料（10％）が含まれております。

都ホテル 尼崎「レストラン アゼリア」
ブッフェスタイル

■都シティ 大阪天王寺
スカイレストラン エトワール
◇北海道フェア ※自分好みの組み合わせで作れる「シメパフェ」もご用意
〔料 金〕ランチ 3,200円 ～ ／ ディナー 4,200円～
※表示料金には、消費税およびサービス料（10％）が含まれております。

※料理や内容は予告なく変更になる場合があります。
※食材によるアレルギーをお持ちの方は、係にお申し付けください。
※写真はすべてイメージです。
※各種優待・割引につきましては各店舗へご確認ください。
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都シティ 天王寺「スカイレストランエトワール」
ブッフェスタイル

