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■前菜（河豚皮煮凝り　身皮の酢味噌和え　河豚の茶碗蒸し）　■河豚刺し
■河豚白子焼　■河豚ちり　■河豚皮しゃぶしゃぶ　■河豚唐揚げ　
■河豚雑炊・香の物　■水菓子

■箸附　■先附　■造里　■焼物
■蓋物　■口代り　■食事　■水菓子

美容効果を高めるといわれる食材と、

亜硫酸等の添加物を抑えた自然派ワインを

ペアリングした体と美容に嬉しいディナーです。

ハイティープラン
HIGH T E A  P L A NDINNER

［スパークリングワイン＋選べるパスタ料理］

［スパークリングワイン＋選べるパスタ料理＋選べるメイン料理］

［グラスシャンパーニュ＋選べるパスタ料理＋道産牛フィレとフォアグラのロッシーニ］

※12/20～12/26の期間はパスタコースの販売を休止致します。

パスタコース 5,000円お一人様

道産牛フィレとフォアグラの
ロッシーニコース

■心と身体をテーマにした前菜10種盛り合わせ　■本日のスープ　■デザート　■食後のお飲み物

メインコース 7,000円お一人様

9,000円お一人様

＜共通メニュー＞

右記のコース 共通メニュー

12 1月・ 13,000円お一人様河豚コース

3,000円お一人様

小樽産蝦蛄の
ランチ会席

LUNCH DINNER

DINNER

12.1.Wed.-1.31.Mon.

12.1.Wed.-1.31.Mon.

※この他、9,000円コース、15,000円コースもご用意しております。
※2名様から承ります。  ※ご予約の上ご利用ください。

季節に寄り添うペアリングワイン1杯付

天婦羅コースとペアリング和飲
わいん

■箸付　■先付　■お造り　■季節の厳選素材の天婦羅　■天茶漬け　又は　稲庭饂飩　■水菓子
※3日前迄のご予約の上ご利用ください。

お一人様 12,000円

シェフが作るホテルグルメをご自宅にお届け。

ご親族の集まりや特別なおうち時間に、

是非オーセントホテル小樽のテイクアウトを

ご利用ください。

この他多数メニューがございます。
詳しくはHPをご覧ください。

※「カサブランカオードブル」、
　「カサブランカディナーセット」、
　「入舟オードブル」は12/30～1/1まで
　販売休止させていただきます。

1212月月

LUNCH 12.1.Wed.-12.31.Fri.

■箸附　■先附　■造里　■焼物
■蓋物　■口代り　■食事　■水菓子

3,000円お一人様

余市産真ふぐの
ランチ会席

11月月

LUNCH 1.1.Sat.-1.31.Mon.

11階レストラン
「カサブランカ」

TEL.0134-27-8117
営業時間  11:30～14:30／17:30～20:00

〒047-0032 北海道小樽市稲穂2丁目15番1号

TEL 0134-27-8100
FAX 0134-27-4404
https://www.authent.co.jp

公式HP

オーセントホテル小樽
※表示価格は、全て税・サービス料を含んでおります。※掲載内容については各店舗にお問合せください。

2階メインバー
「キャプテンズ・バー」

TEL.0134-27-8100
営業時間  17:00～23:00

3階和食
「入舟」

TEL.0134-27-8116
営業時間  11:30～14:30／17:30～20:00

1階ベーカリー
「オンディーヌ」

TEL.0134-27-8119　営業時間  9:30～17:00

3階鉄板焼
「海王」

TEL.0134-27-8116
営業時間  11:30～14:30／17:30～20:00

1階ロビーラウンジ
「オンディーヌ」

TEL.0134-27-8130
営業時間 10:00～16:30

Instagram Facebook

※営業時間内でもパンが売り切れの際は
　閉店とさせていただきます。ご了承ください。

オーセントホテル小樽の

おうちでホテルごはん
TAKE   OUT

※配達は、10,000円以上のご注文より承っております。　※配達エリアは、小樽市内（朝里～塩谷）に限らせていただきます。　※状況によってご希望のお届け時間帯にお届けできない場合がございます。
　予めご了承ください。　※2022年2月末までの商品となっております。 ※3日前迄のご予約制となります。お弁当は、前日16:00迄ご用意が可能です。 ※状況により販売期間が変更となる場合がございます。

ご希望のお客様には自宅へお届けいたします。

TEL.0134-27-8123
１Ｆベーカリー「オンディーヌ」
11：00 ～ 17：00

商品お引渡し場所
商品お引渡し時間

お問合せ・ご注文は

ご自宅にホテルレストランの味をお
届けします。旬の食材を吟味し下関
直送の虎河豚などの旬彩和食を盛り
込みました。

記念日やご自宅での贅沢なひと時に、
オーセントホテル小樽のフレンチディ
ナーをご自宅でお楽しみください。

カサブランカ人気のお料理の中から
シェフがセレクトした料理をテイクア
ウトのオードブルとしてご用意致しま
した。

2名様盛2名様盛

オーセントホテル小樽では「新北海道スタイル」安心宣言にもとづき、お客様
並びに従業員の健康と安全を第一に考え、安心してご利用いただけますよう
感染防止策や衛生基
準を設け営業を行って
まいります。

友だち募集中！

オーセントホテル小樽
LINE公式アカウント

友だち登録で、「ホテル
自家製焼菓子」をおひ
とつプレゼント！

ベーカリー「オンディーヌ」
ご利用でポイントが貯まる
「ショップカード」をゲット！

毎月お得な
クーポンを配信

友だち登録はこちらから

「新北海道スタイル」安心宣言
～新型コロナウイルス感染予防の取り組み～

ホテル公式HPから
全館の取り組みを
ご確認いただけます

新着情報配信中！

特典01 特典02

・スパークリングワイン（750ml）1本

オプション ＋3,000円で

・デコレーションホールケーキ（3号）

4名様盛

入舟オードブル

ご 予 約
お問合せ

この他にも多彩なラインナップをご用意しております。
詳しくはHPまたは店舗へお問合せ下さい。

0134-27-81190134-27-8119TEL.TEL.

カサブランカオードブル
5,000円（税込）5,000円（税込） 15,000円（税込）15,000円（税込）

カサブランカディナーセット
6,000円（税込）6,000円（税込）

36,000円（税込）

●アミューズ　●本日の前菜　●オーストリア風スープ　●本日の魚料理
●鴨とハンガリー産フォワグラのパイ包み　ポルトソース　●ザッハトルテ

DINNER 1.1.Sat.-1.31.Mon. お一人様

食のオーストリア・ハンガリー紀行
6,000円

●ブルゴーニュ産エスカルゴのタルト　●余市中島さんの真ふぐ
の前菜　●冬瓜の煮込み　●真フグと帆立のフリカッセ　●北海
道産牛ほほ肉の赤ワイン煮込みとフォワグラのソテー　●フラン
ボワーズのクレームブリュレ　●ホテルメイドパン

第1国目 ｜ オーストリア＆ハンガリー
Austria & Hungary欧州洋食紀行

1月のテーマ国はオーストリア＆ハンガリー。
世界が誇る美食の国より名だたる郷土料理をコース仕立てで再現。

ワインとのペアリングもおすすめです。

厳選された食材への目利きと、小刻みに弾ける油の音に親しむ。五感を駆使して一品ずつ仕上げられる

天婦羅の醍醐味をご提案いたします。

LUNCH

かまくら弁当
お一人様 2,500円

12.1.Wed.-1.31.Mon.
■小鉢　■珍味　■刺身
■壱の段　■弐の段　■蓋物
■食事　■水菓子

四季会席
お一人様 6,000円

■箸附　■先附　■造里
■焼物　■焚合　■口代り
■食事　■水菓子

DINNER

1.1.Sat.-1.31.Mon.
LUNCH

※表示価格は全て税・サービス料を含みます

※表示価格は全て税・サービス料を含みます※表示価格は全て税・サービス料を含みます
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12.10.Fri.-12.26.Sun. 12.1.Wed.-12.9.Thu.

9,000円お一人様

シャンパーニュ
ペアリングディナー

DINNER

11月月

※3日前迄のご予約の上ご利用ください。

三段おせち

■壱の重（和）　■弐の重（和）
■参の重（洋）

数量限定

・3～5名様用 ・要予約

4号 3,500円（税込）
5号 4,500円（税込）
6号 6,000円（税込）

クリスマス苺の生ケーキ

ご 予 約
お問合せ

この他にも二段おせちもご用意しております。
詳しくはHPまたは店舗へお問合せ下さい。

0134-27-81160134-27-8116TEL.TEL.

※

表
示
価
格
は
全
て
税・サ
ー
ビ
ス
料
を
含
み
ま
す

グラス
シャンパーニュ
1杯付

12,000円お一人様

■クリスマスカラーのアミューズ　■真狩産百合根のフランとフォワグラ
のソテー　トリュフソース　■金時人参のスープ　トリュフ風味　■カ
ナダ産オマール海老のパルマティエ風　ブールキャビア　■黒毛和牛
サーロインのグリル　タリアータスタイル　■フランボワーズのクレーム
ブリュレ　バニラアイスクリーム　■ホテルメイドパン

クリスマスディナー 2021～Anthem
ア ン セ ム

DINNER



パン・ド・フリュイフロマージュ
稲穂のリース 生ハム
イチジクとブルーチーズのルヴァン
パン・オ・セーグルシャティ

ランチハーフブッフェ

●前菜（王子サーモン製スモークサーモン　ハム盛り合わせ　帆立スモーク
　ショーパイコウ　シュリンプカクテル）　●スープ（季節のポタージュスープ
　2種　/　ブイヨンスープ　1種）　●オーセントホテルオリジナルカレー
●サラダ　各種　●オーセントホテル自家製パン　●ピッツァ　●温野菜
（北あかりのグラタンなど）　●デザート各種　●ドリンク

●お肉料理
　【ローストビーフ　カッティングサービス／鶏肉のモツァレラチーズ包み
　焼き／チキンのトマト煮込み　バスク風】
●魚料理
　【サーモンクリームパイ／海老チリソース　など】
●パスタ
　【ラザニア／茸の和風パスタ】

ご家族が集まる年末年始に皆様が楽しめるブッフェを開催いたします。

新春を彩るランチブッフェ
3,800円お一人様 大人 1,600円子ども

12.31.Fri.-1.3.Mon.

■祝い肴／紅白いくら膾　数の子土佐漬け　鶏松風　黒豆
　　　　　酢〆小肌からまぶし　子持ち公魚甘露煮　牛肉八幡巻き
■御　椀／雑煮椀　沢煮仕立て
■御造り／鯛松皮造り　本鮪
■家喜物／牡丹海老塩焼き　くわい松笠　花蓮根
■富多物／茶碗蒸し　蟹あんかけ
■食　事／華ちらし寿司　味噌椀
■甘　味／栗金団　和三盆蕨餅　手毬餅 

■小鉢　■刺身　■焼物　■蒸物
■七草粥　■水菓子

新しい年の無病息災を願う七草粥― 
古き良き伝統を和食「入舟」では
お楽しみいただきたいと存じます。
風雪舞う季節ですが、皆さまのご利
用をお待ちしております。

新春会席

季節を感じるスイーツで心もほっとひと休み。

3,800円お一人様

1.1.Sat.-1.10.Mon.

七草がゆセット
1,750円 01

02

お一人様

LUNCH 1.7.Fri.限定

●12月31日ご宿泊のお客様
　おせち & 年越しそば

●1月1日ご宿泊のお客様
　おせち & お雑煮

●11階 レストラン「カサブランカ」
●3階 和食「入舟」
のいずれかのレストランをご利用ください。

ご宿泊

心を尽くしたおもてなしで、

年末年始はホテルで優雅に過ごしませんか。

本プラン限定仕様のオーセント特製おせちを

ルームサービスでご用意いたします。

スタンダードツイン2名様1室　1泊2食付 

ゆく年くる年プラン
オーセントホテル小樽の

ご
夕
食

ご
朝
食

ご宿泊プラン 12.31.Fri.-1.1.Sat. 1.1.Sat.-1.2.Sun.

ご宿泊券やレストラン利用券などが当たる

新春おたのしみおみくじ

12月 1月LUNCH HALF BUFFET

福岡県産 あまおうのレオナルド

愛媛県産 紅マドンナのミモザ

各1,780円

各1,550円

フルーツジェラードと
シャンパンのカクテル

バーテンダーが作るキリッと冷えたカクテルやソムリエ厳選のワイン
など食前のひとときをバーで過ごしませんか？

2日間限定！世界最高のシャンパーニュと
称されるドンペリニョンのスウィーツカクテ
ル。クリスマスディナーの後に特別な夜を
お過ごしください。

12.1.Wed.-12.31.Fri.

ウィークエンド
ドンペリニョン2010 バイ ザ グラス

焼き菓子セット（6枚入）

1.1.Sat.-1.31.Mon.
12.1.Wed.-12.31.Fri.

IYABI（いやび）

1.1.Sat.-1.31.Mon.

2,980円

1,500円（税込）

2,980円

ドンペリニョンとあまおうの
スウィーツカクテル

焼き菓子セット（18枚入）
3,900円（税込）

1,580円

サントリー
カクテルアワード
2021

ファイナリスト
作品

おつまみのセットメニュー内お好きなお飲物2杯

Drink
Menu

ワイン（スパークリング・赤・白）、ハイボール、ビール、
カクテル数種、ノンアルコールカクテル、ソフトドリンクなど

おつまみのセット

ペアリティフプラン 1,000円お一人様

メニュー内お好きなお飲物1杯

お二人の待ち合わせに今宵にぴったりの食前酒や
ノンアルコールカクテルをバーテンダーが提案します。

カクテルコラム

※19：00迄に入店のお客様限定

2名様以上

アペリティフプラン 2,000円お一人様

おひとりさまでゆったりと過ごすひとときを
バーテンダーがおもてなしいたします。

アペ＆ペアリティフプラン

◆ご挨拶の一品　◆フォワグラのソテー　◆黒毛和牛
ステーキ　◆本日の焼き野菜　◆サラダ　◆デザート

フォアグラと黒毛和牛のコース
お一人様  12,000円

◆ご挨拶の一品　◆活蝦夷あわびの踊り焼き　◆活オマー
ル海老のフランベ　◆黒毛和牛2部位食べ比べ　◆ガー
リックライス　◆本日の焼き野菜　◆サラダ　◆デザート

海王コース
お一人様  18,000円

昆布森の牡蠣と道産牛コース
お一人様  5,500円

DINNER 12.1.Wed.-1.31.Mon.

DINNER 12.1.Wed.-1.31.Mon.

LUNCH 12.1.Wed.-12.31.Fri.

12.24.Fri.-12.25.Sat.クリスマス限定
1212月月

380円（税込）
300円（税込）
520円（税込）
400円（税込）

Xmas 苺タルト
Xmas モンブランタルト

600円（税込）
600円（税込）

トマトブレッド
黒豆ブレッド
亜麻仁ブレッド
バターブレッド
雪見大福あんぱん
ガレット・デ・ロワ 4号

11月月
320円（税込）
320円（税込）
320円（税込）
320円（税込）
180円（税込）
600円（税込）

ぜんざい、黒豆、抹茶わらび餅、ちまきの和風セット。
みやびセット 980円

980円
パリブレスト（リング状のシュークリーム）に
ソフトクリームをのせたデザート。

ソフトクリームツリー

コーヒーまたは紅茶付きほうじ茶付き

PREMIUM
STOLLEN

6,800円（税込）

ORIGINAL
STOLLEN

2,480円（税込）

お買い求めは1階ベーカリー「オンディーヌ」または「楽天市場」で

年末年始のご挨拶に 焼き菓子ギフト

北海道産の食材を中心とした種類

豊富な自家製焼き菓子。職人がひと

つひとつ丁寧に焼き上げています。

高級感あるギフトBOXをご用意。手

土産や贈り物など、様々なシーンに

合わせてご利用いただけます。

LUNCH

LUNCH

1.1.Sat.-1.10.Mon. 1.3.Mon.-1.5.Wed. 数量限定

クリスマスカラーに彩られた街並みに輝く泡の宝石。
キャプテンズバーではこの季節ならではのシャンパンを
使ったカクテルをお勧めさせていただきます。

泡の宝石 シャンパンカクテル

ニュアージュ(雲)ラ・ネージュ(雪)

日本人が古くから大事にする【感謝の心】～いやび。国産
米100％のまろやかな味わいのウォッカ白をベースに日本
の象徴ともいえる桜、梅を奏でた新年に相応しい逸品。

◆昆布森産真牡蠣の白ワイン蒸し　◆北海道産牛フィレ肉
のステーキ　◆本日の焼き野菜　◆サラダ　◆デザート

新
作
お
す
す
め
パ
ン

12
月
・
1
月
の

館内レストランご利用のお客様で
5,000円以上ご利用につき1回抽選できます。

季節をイメージしたメインディッシュをお選びいただき、前菜・
スープやホテル自家製パン・スイーツ各種ドリンクなどブッフェ
形式でお楽しみいただけます。

作柄の素晴らしい年に収穫されたブドウのみを使い、絶妙なバラ
ンスで造られる芸術品ドンペリニョンを毎週金・土限定でグラス特
別価格にてご提供。
是非この機会に究極のシャンパンにて至福の時をお過ごし下さい。

毎週

限定
金曜・土曜

12月31日（金）、1月1日（土）、
1月2日（日）は

ベーカリーオンディーヌは
お休みいたします。

※表示価格は全て税・サービス料を含みます

※表示価格は全て税・サービス料を含みます

※表示価格は全て税・サービス料を含みます

※表示価格は全て税・サービス料を含みます

※市場の状況によりフルーツが変更になる場合がございます。

※表示価格は全て税・サービス料を含みます

※写真はイメージです。

第1部 11:30 第2部 13:30

ガレット・デ・ロワ & パンセット王様のお菓子

サックリとしたパイの中に、良質なバターを使用
したコクのあるアーモンドクリームを詰め焼き上
げた、新年をお祝いするフランスの伝統菓子と
おすすめパンのセットです。

22,700円お一人様

1,200円（税込）

12月のメインディッシュ 1月のメインディッシュ

2,000円

週替りのパスタ料理
または　ビーフシチュー

2,500円

真鯛と浅利のブイヤベース風

3,000円

オマール海老とタラバ蟹のグラティネ

3,500円

北海道産牛フィレ肉のステーキ

2,000円

週替りのパスタ料理

2,500円

仔牛のカツレツ　ウィーン風
または　牛肉の煮込み　”グーラッシュ”

3,000円

オマール海老とタラバ蟹のグラティネ

3,500円

北海道産牛フィレ肉のステーキ

入浴券付き
レディースランチ手ぶらパック

14：30～16：30

お問合せ

12月1日～1月31日【期　間】

【浴場ご利用時間】

ランチブッフェ（2,000円のメインディッシュ）【料　理】

期間
限定 お一人様  2,300円

※商品がなくなり次第販売を終了させていただきます。

▼12月22日～12月25日の期間限定販売！▼
期間限定

期間限定

※その他ご予算に応じてご用意できます。
※内容は状況により変わります。　※事前のご予約をおすすめいたします。

予約制

3日前の正午迄にご予約の上ご利用ください。　※タオルは浴
場受付にてお一人様１セットまで無料レンタル。アメニティは備

え付けもございます。　※温泉ではございません。

TEL.0134-27-8100
除外日：土曜、日曜、祝日、12月25日～1月3日


