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聖夜に奏でるショパンの調べ＆ミステリーワイン

ロングクリスマスディナー

◆ クリスマスカラーのアミューズ　◆ ブランマンジェ　◆ お魚料理
◆ お口直し　◆ お肉料理　◆ デザート　◆ コーヒー または 紅茶　◆ パン

お一人様 9,000円ノクターン
◆ クリスマスカラーのアミューズ
◆ カリフラワーのブランマンジェ　鮑　コンソメジュレ
◆ オマール海老、平目、ポルチーニ茸のフリカッセ　パイ添え
　 フォンドオマールのアクセント
◆ お口直しのソルベ
◆ 黒毛和牛サーロインのステーキ
　トリュフとシャンピニョンのデュクセルと 赤ワインソース
◆ 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
◆ コーヒー または 紅茶　◆ パン

お一人様 12,000円ワルツ
12月1日～12月25日12月1日～12月22日

クリスマスに楽しむ ノエルコース

お一人様 12,000円 クリスマスディナー「ワルツ」＆
ミステリーワイン１杯付（当日までのお楽しみ）

要予約ディナー

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
※表示価格は全て税・サービス料を含みます。
※営業時間内のお電話はつながりにくい場合がございます。予めご了承下さい。

X'masピアノライブ＆クリスマスディナー12月23日・
24日・25日
3日間限定

ディナー

クリスマスディナーと共に楽しむ秘蔵のお宝ワイン、また当日はピアニスト
永沼 絵里香による生演奏「ショパンの調べ」が聖夜を彩ります。

※12月23日・24日・25日の3日間は上記イベントディナーのみのご利用となります。



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
※表示価格は全て税・サービス料を含みます。
※営業時間内のお電話はつながりにくい場合がございます。予めご了承下さい。

英国 エリザベス

欧州洋食紀行
テーマ

ランチ

選べるメインディッシュとランチハーフブッフェ

LUNCH
HALF BUFFET
12・1月のメインディッシュ

● 小海老とブロッコリーのクリームパスタ　　● 道産豚のソーセージと茄子のトマトパスタ

● 庭園サラダ～後志プレート～　一日限定10食
　 赤井川村 赤木さんと真狩村 三野農園の野菜プレート
● 余市産真フグのフライ  フライドポテト添え（フィッシュ＆チップス）
● スコッチブロス（羊肉と麦のスコットランド風ポトフ）

● 平目のムニエル　じゃが芋のピューレ　フォンドオマール

● 北海道産牛フィレ肉のステーキ

お一人様2,200円

＋500円 でメイン料理を変更できます。 ＋1,000円

＋1,400円

レイトプランレイトプラン お一人様 1,800円
※13時以降のご入店はハーフブッフェのみ（スープ・前菜・
カレー付き）のレイトランチプランでもご利用頂けます。

Buffet Menu
● オーセントホテル自家製パン　● 季節のオードブル　● 季節のサラダ
● 温菜（ビーフシチュー/カレー/他）　● デザート　● ドリンク     

～女王陛下の微笑み～
欧州洋食紀行は長く欧州を牽引した英国の
エリザベス女王に敬意を表し
英国伝統の料理をアレンジしながら旅する
食の英国旅行へと誘います。
そんな女王陛下の笑みを感じられる
最高の一皿を提供いたします。

欧州洋食紀行
お一人様 6,000円

■本日のアミューズ3品
■林檎とセロリラブのクリームポタージュ
■平目のムニエル
　じゃが芋のピューレ添え　フォンドオマール
■スコッチブロス（羊肉と麦のスコットランド風ポトフ）
■デザート盛り合わせ
■パン

※12月31日は休止。1月1日・2日は新春ハーフブッフェを開催致します。

ディナーランチ

※12月23日・24日・25日はご利用いただけません。

12月
1月

12月
1月

【シェフ特製 あったかポタージュ付き】



3階和食 「入舟」　TEL.0134-27-8116　営業時間  11：30～14：30／17：30～20：00
※表示価格は全て税・サービス料を含みます。
※営業時間内のお電話はつながりにくい場合がございます。予めご了承下さい。

ランチ

● オーセントホテル自家製パン　● 季節のオードブル　● 季節のサラダ
● 温菜（ビーフシチュー/カレー/他）　● デザート　● ドリンク     

※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ませ。

ディナー
ランチ

お一人様 3,500円ランチ会席
■前　菜／河豚白子豆腐　雲子の揚げ出し　真鱈の子和え　鰊マリネ
　　　　　袱紗玉子　合鴨ロース　サーモン黄身寿司
■造　里／真鯛松皮造里
■焼　物／鰈の鳴門カダイフ巻き　季節の彩野菜添え
■油　物／鮟鱇唐揚げ
■食　事／煮穴子と牛蒡の炊き込み御飯　香の物　味噌椀
■甘　味／抹茶あいす　苺　小倉餡　最中

■箸附　■先附　■造里　■蓋物
■油物　■強肴　■食事　■水菓子

厳選された山海の幸を確かな腕を持った和食板前が
熟練の技と真心こめて一品一品仕上げます。 

お一人様 2,500円
かまくら弁当

■小鉢　■珍味　■刺身　■壱の段
■弐の段　■蓋物　■食事　■水菓子

お一人様 6,000円四季会席

12月
1月

ランチ ディナーランチ

■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

河豚コースお一人様 13,000円
12月
1月 ディナー

※ご予約の上ご利用くださいませ。
※12月26日～1月10日までは休止させて頂きます。

カウンター天婦羅コース
お一人様12,000円

その日最高の状態で仕入れた厳選素材でおまかせを
カウンター席でご堪能ください。
■箸附　■先附　■造里
■旬の厳選素材10種（車海老、蝦夷鮑、とらふぐ白子等）
■食事　■水菓子

● 入舟カウンター限定　● ペアリング和飲付き
わいん

下関直送

12月
1月

12月
1月

12月
1月



3階鉄板焼 「海王」　TEL.0134-27-8116
営業時間  11：30～14：30／17：30～20：00　ご予約制
※表示価格は全て税・サービス料を含みます。
※営業時間内のお電話はつながりにくい場合がございます。
　予めご了承下さい。

和み ～NAGOMI～

7,000円お一人様 7,000円お一人様NAGOMIコース 入舟 うしおコース

【ペアリング  FREE DRINK  90分付（共通）】　□スパークリング　□ 白ワイン　□赤ワイン　□ 生ビール　□ウイスキー　 □梅酒　 □ノンアルコール各種

10,000円お一人様プレミアムコース

4名様～12名様 4名様～8名様

宴会ランチ
ディナー 個室プラン小

11階レストラン「カサブランカ」 TEL.0134-27-8117 ／ 3階和食 「入舟」 TEL.0134-27-8116　※表示価格は全て税・サービス料を含みます。ご予約・問合せ先

■アミューズ　■前菜　■お魚料理　■お肉料理
■デザート　■コーヒー または 紅茶　■パン

■本日のアミューズ　■前菜
■オマール海老と平目のフリカッセ　フォンドオマールのアクセント
■北海道産牛フィレ肉のステーキ
■デザート盛合せ　■コーヒー または 紅茶　■パン

■前　菜／河豚白子豆腐　雲子の揚げ出し　真鱈の子和え　鰊マリネ
　　　　　袱紗玉子　合鴨ロース　サーモン黄身寿司
■造　里／本鮪　鯛松皮造り
■焼　物／鰆柚庵焼き
■焚　合／鰤あら焚きと季節野菜
■油　物／鮟鱇唐揚げ
■食　事／八代佐藤養助商店　稲庭干饂飩鴨南蛮仕立て（温製）
■水菓子／柚子シャーベット

■本日の前菜　■平目のムニエル　■北海道産牛フィレステーキ
■本日の焼き野菜　■サラダ　■ガーリックライス 香の物 味噌椀　■デザート

ヒラメのムニエルと
道産牛フィレのコース お一人様 5,600円

■本日の前菜　■活オマール海老のフランベ　■黒毛和牛サーロインステーキ
■本日の焼き野菜　■サラダ　■御飯  香の物  味噌椀　■デザート

活オマール海老のフランベと
黒毛和牛のコース お一人様 16,000円

ランチ

ディナーランチ

■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　■紅茶のシフォンケーキとバニラアイスクリーム

ロングクリスマスコース お一人様 19,000円
ディナーランチ12月1日～12月25日

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
※表示価格は全て税・サービス料を
　含みます。

聖夜を彩る
クリスマスカクテル2022

アワード カクテル

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
させて頂きます。

各1,780円

1,780円

◆ ダブル・コーラル・
    シャンパーニュ
◆ ラストクリスマス
　 2022

《ご予約制》 《ご予約制》

AWARDED
COCKTAILS

12月
カクテル

「丸山 和輝 作」
花手水 (はなちょうず)

サントリー
ザ・カクテルアワード2022
ファイナリスト作品

カクテル
コラム

カクテルファンの皆
様へ、そして新たなる
出会いを求めて。
小樽カクテルコラム
をお届けします。

12月
1月

12月
1月



年末年始のご案内

ニューイヤーズディナー
9,000円

新春ランチハーフブッフェ

◆メインディッシュ ¥3,800  ローストビーフグレイビーソース  レフォール添え
◆+￥400  後志ガルグイユ23
◆+￥1,400  オマール海老のエリザベス風

お一人様 3,800円～
オーセントトラディショナルのローストビーフが登場。
オマール海老のエリザベス風などこの2日間だけの特別メニューもございます。

お一人様 12,000円お一人様

※12月31日のランチハーフブッフェは休止致します。

１月１日～１月2日

祝　肴／数の子土佐漬け　紅白いくら膾　河豚白子豆腐　海老二身焼き
　　　　牛肉八幡巻き　子持ち公魚甘露煮　黒豆蜜煮
御　椀／雑煮椀　沢煮仕立て
御造り／本鮪　鯛松皮造り　南蛮海老
家喜物／鰆柚庵焼き　錦玉子　慈姑松笠
富多物／鯛寄せ豆富　海老葛打ち　日の出人参　海老芋　梅麩
天富良／海老　鱚　蓮根　百合根
食　事／華ちらし寿司　小吸い
甘　味／彩り甘味盛り合わせ　栗金団　手毬餅　黒蜜ときな粉の和ロール

新春会席 お一人様 5,000円

ランチ

12月26日～１月31日

１月１日～１月9日

七草がゆセット

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。

お一人様 2,200円

１月7日 11：30～14：30

お一人様ランチ ディナー

お一人様ランチ ディナー

三段重三段重 38,000円 二段重二段重 28,000円

数量限定
要予約

22cm×22cm 22cm×22cm

謹製おせち
新しく迎える年が幸せあふれる
一年となりますよう願いを込めて。
〈ご予約受付期間〉 2022年12月15日（木）迄
〈商品お引渡し場所〉 1階ベーカリー「オンディーヌ」
〈商品お引渡し日時〉 2022年12月31日（土）
　　　　　　　　　10：00～17：00
〈ご予約・お問合せ〉 TEL.0134-27-8123
　　　　　　　　　受付時間 11：00～17：00

入舟はランチ12月26日（月）～1月3日（火）の期間は限定メニューにて営業させていただきます。12月31日（土）はご予約のみの対応とさせていただきます。

2,000円

12月31日～1月2日は
ベーカリーオンディーヌはお休みいたします。

新春パンセット
先着20個1月3日～5日

ランチ限定

【Buffet Menu】
●オーセントホテル自家製パン　●冬野菜のサラダ　●冬のあったかポ
タージュ2種　●新春オードブル各種（じゃが芋とクリームチーズ  スモー
クサーモン／シュリンプと紫キャベツのマリネ／鰊とトマトのマリネ  他）　
●温菜（オーセント特製ビーフシチュー／冬野菜の欧風煮込み／英国風ト
マト煮込み）　他　　●デザート　●ドリンク

●アミューズ　●ブランマンジェ　●おすすめお魚料理
●道産牛フィレステーキ　●デザート　●コーヒーまたは紅茶

●アミューズ　●ブランマンジェ　●オマール海老のお料理
●黒毛和牛サーロインステーキ　●デザート　●コーヒーまたは紅茶

写真はイメージです。



〒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。

【 駐車場のご案内 】レストラン、バー、宴会・会議室 … 4時間迄無料（以後30分毎に100円） Instagram Facebook

友だち登録は
こちらから友だち募集中！

オーセントホテル小樽
LINE公式アカウント

「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▶

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
※表示価格は全て税込です。　※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。
【 駐車場のご案内 】 ロビーラウンジ、ベーカリーショップ、売店 … ２時間迄無料（以後30分毎に100円）

420円

380円
400円
200円
1,480円

●カマンベールチーズと
　クランベリーのブール
●アールグレイと
　オレンジのクッペ
●白イチジクとクルミのハード
●ガーリックフランス
●クリスマスパンデピス

380円
420円
400円
450円
420円
320円
200円

●プレミアムあんブレッド
●アップルレーズンブレッド
●チョコチップブレッド
●ブルーチーズブレッド
●チアシードブレッド
●発芽玄米ブレッド
●雪見大福あんぱん

12月31日（土）・1月1日（日）・1月2日（月）はベーカリーオンディーヌはお休みいたします。

Xmas苺タルト
1,500円

12/22～12/25 期間限定

ガレットデロワ
680円

1階ロビーラウンジ 「オンディーヌ」　※表示価格は全て税・サービス料を含みます
TEL.0134-27-8130　営業時間 10：00～16：30

1月3日（火） ▶ 1月31日（火）

金柑タルトと
ホワイトチョコ
ムース

コーヒーまたは
紅茶付き 各 960円

オンディーヌの
ケーキセット

12月 新作おすすめパン 12月

1月 新作おすすめパン 1月

毎週日曜日

4号：12cm（2～3名様用） 5号：15cm（4～5名様用） 6号：18cm（6～7名様用）クリスマスケーキ 2022

3,500円
4,500円
6,000円

クリスマス
苺ショートケーキ
４号

５号

６号

3,600円
4,600円
6,200円

クリスマス
生チョコクリーム
４号

５号

６号
3,600円
4,500円

クリスマス
フルーツタルト
４号

５号
3,200円

ガナッシュ
チョコレートケーキ
10㎝×12㎝ 3,200円

モンブラン
４号

日曜だけの
デニッシュ店

〈ご予約受付期間〉 2022年12月18日（日）迄　〈お引渡し場所〉 1階ベーカリー「オンディーヌ」
〈お引渡し日時〉 2022年12月23日（金）～25日（日）10：00～17：00　〈ご予約・お問合せ〉 TEL.0134-27-8119

※お電話か店頭でお申し込みください。
※表示価格は全て税込です。

12月31日（土）・1月1日（日）・
1月2日（月）はケーキセットは

お休みいたします。

1月1日（日）は
お休みいたします。

12月1日（木） ▶ 12月30日（金）

林檎のシャルロット


