
札幌パークホテルがこだわったスイーツギフト。

特別な日の贈 り物やご家庭 で、

ホテルメイドの本格スイーツをお愉しみください。

美味しさのヒミツ
ダブルチーズケーキの

しっかりとしたコクが特徴
のベイクドチーズケーキ。

香ばしいクッキー生地。

口溶けが良く、爽やかな
酸味と上品な甘さが特
徴のレアチーズケーキ。

上面はラフティース（粉糖）
を優しく振りかけ、雪原を
イメージしています。

ご発送も承ります。 送料は地域によって異なります。 ご要望の際はお問い合わせください。

冷 凍 ・・・冷凍でのお渡しになります。
・・・記載日までにご予約ください。 尚、都合により掲載日数よりお時間を頂戴する
　 場合がございます。 予めご了承ください。

要予約：○日前

札幌パークホテル

スイーツギフトカタログ
札幌パークホテル ダブルチーズケーキ

焦がしアイスケーキ カタラーナ

キャラメリーゼしたジョコンド生地でバニラ、

ダージリンの2種類のカタラーナをサンドし、

アイスケーキに仕上げた冷たいスイーツです。

バニラ ダージリン 1,868円
【約3.5cm×19.5cm×2.5cm】　約180g×2

冷 凍 要予約：5日前

香ばしいクッキー生地の上に

ベイクドチーズケーキとレアチーズケーキを重ねました。

口どけの良さ、爽やかな酸味と上品な甘さを

お愉しみください。

【約15cm×17.5cm×4cm】 フルサイズ

ダブルチーズケーキ

3,100円

【約8.5cm×15cm×4cm】 ハーフサイズ 1,868円

【約8.5cm×7.5cm×4cm】 

約850g

約440g

約220gクォーターサイズ 1,037円

ダブルチーズケーキ ダブルチーズケーキ

クラシック ハスカップ オレンジ

冷 凍

※品切れの場合もございます。 ご予約いただく事をおすすめいたします。

※品切れの場合もございます。 ご予約いただく事をおすすめいたします。

FAX.011-511-2055

●お申し込み・お問い合わせは 

TEL.011-511-3136
【店頭】

食堂予約係 《直通》

1階 テラスレストラン ピアレ ケーキコーナー

ホテルテイストメニュー

オリジナルドレッシング

オリジナルスイーツ

黒のドリア（チキンレバードリア） 焼きチーズカレー

じっくり手間ひまをかけて煮込んだデミ
グラスソースを贅沢に使用。札幌パー
クホテル洋食主厨房の「まかない料理」
として、また常連客の「隠れメニュー」と
して愛され続けてきた逸品を再現。

玉ねぎ、牛ひき肉、トマトなどからつくり
あげたキーマカレーです。ブイヨンの
凝縮された旨味とスパイシーなカレー
の香味、さらにナチュラルチーズのと
ろける美味しさをお愉しみください。

白のドリア（エビドリア）

玉ねぎの自然な甘みと牛乳、バター、
生クリームのまろやかさにシーフード
の旨みが詰まったホワイトソース。さら
に２種類のナチュラルチーズで包み込
んだ札幌パークホテルのドリアです。

【内容量：約200g　直径：13cm】【内容量：約200g　直径：13cm】【内容量：約220g　直径：13cm】

各980円
ホテルだからこそご提供できる一品に仕上げた
オリジナルグルメメニューです。

ごまドレッシング 北海道オニオンドレッシング

ごまドレッシング
北海道オニオンドレッシング

ごまドレッシング
北海道オニオンドレッシング

●ごまドレッシング（小）
●北海道オニオンドレッシング（小）

●ごまドレッシング（大）
●北海道オニオンドレッシング（大）

【内容量：各390ml×2本】

【内容量：各200ml×2本】

●2本セット（大） 【箱代含む】

●2本セット（小） 【箱代含む】

1,360円

2,150円

【内容量：200ml】 各605円

【内容量：390ml】 各913円

『月餅』桃源郷
●黒あん月餅（白胡麻入り）
●五仁月餅（レーズン・アーモンド・胡麻・胡桃・
　ピーナッツ・オレンジピール）

2,280円
5個セット 【組み合わせ自由】1個

【箱代含む】
各390円

冷 凍

※4階 四川料理「桃源郷」店頭のみ販売。

● バニラ×1
● ダージリン×1

※料金には消費税（8％）が含まれております。

ORIGINAL
SWEETS GIFT

SAPPORO PARK HOTEL

2018.7.1～



パウンド生地にたっぷりとブランデーを
染み込ませ、甘さ控えめの大人の味に
仕上げました。

創業当時より変わらぬ人気を保ってき
たオレンジパウンドケーキ。食べ飽きな
い、親しみやすい風味がその秘訣です。

スタンダードな味わいが、懐かしさを醸
し出すフルーツパウンドケーキ。パーク
ホテルの伝統です。

数種類のドライフルーツと共
に焼き上げ、プラム、アプリコッ
トといちじくの自家製コンポー
トを贅沢にあしらいました。

グランマニエで漬け込んだい
ちじくとオレンジがふんだんに
入ったフルーツケーキをチョコ
レートでコーティングしました。

キャラメル風味のアーモンド
クリーム生地を焼き上げ、ナッ
ツをのせてキャラメルでコー
ティングした人気の一品。

卵とバター、アーモンドをふん
だんに使い4種のナッツをの
せて焼き上げた、しっとりと深
い味わいのスイーツです。

いちごを使ったケーキを3段に積み重ね、こぼ
れ落ちそうな程のいちご、ブルーベリー、ラズ
ベリーとホワイトチョコレートをあしらいました。

キウイ、ブルーベリー、オレンジ、いちごと濃厚なカス
タードクリームで仕上げたタルトです。

高く盛られたカスタードクリームたっぷりのクッキー
シューの下はチョコレートのタルト生地。中にはアー
モンドケーキとガナッシュが入っています。

「シャルロット」とは縁にギャザー等をあしらった婦人
用帽子のこと。ビスキュイで囲まれた中には洋なし
のババロワと、洋なしと良く合うキャラメルのムース
が入っています。

色とりどりのマカロンとチョコレートのお花で、数字
のクッキーを華やかに飾ります。お好きな2桁までの
数字をお伝えください。

札幌パークホテル パウンドケーキ

札幌パークホテル自慢のスイーツギフト。

パテシエ選りすぐりの素材がぎっしり

詰まったコクのある味わいは、

贅沢な大人の感覚で

いっぱいです。

華やかに、ユニークに、味わい豊かに。

シーンに合わせてその彩りも

お愉しみください。

【約7cm×22cm×5.5cm】 

2,950円

ケイク・オ・フリュイ

プレミアムシリーズ

クラシックシリーズ

プレミアム アソート

ガトー・ド ・アソルティ

アニバーサリーギフト

【約7cm×22cm×6cm】 

2,950円

ショコラ・ア・ロランジェ

【約7.5cm×22.5cm×6cm】 

1,700円

オレンジパウンドケーキ
【約7.5cm×22cm×6cm】 

1,750円

ナッツパウンドケーキ

【約7.5cm×22.5cm×6cm】 

1,700円

フルーツパウンドケーキ

● フルーツパウンドケーキ（カット）×4
● オレンジパウンドケーキ（カット）×4

1,750円

ガトー・ド・アソルティ A
● ショコラフィナンシェ×2　● マドレーヌ×2
● メープルフィナンシェ×2　● フロランタン×2
● セサムガレット×2

1,850円

ガトー・ド・アソルティ B

【約7cm×22cm×5cm】 

1,700円

ブランデーケーキ

※品切れの場合もございます。ご予約いただく事をおすすめいたします。

●チョコレートプレートにご希望のメッセージ
　をお入れいたします。
●各種キャンドルも取り揃えてございます。
　114円～

【約7.5cm×11cm×4.5cm】 

ブランデーケーキ
（ハーフサイズ）

【約7cm×11cm×5.5cm】 

オレンジパウンドケーキ
（ハーフサイズ）

【約7cm×11cm×5.5cm】 

各1,080円

フルーツパウンドケーキ
（ハーフサイズ）

● キャレ・オ・フリュイ・プレミアム
● キャレ・オ・キャラメル・プレミアム
● ナッツパウンドケーキ

2,700円

プレミアム アソート B 【❶・❸・❹】
● キャレ・オ・フリュイ・プレミアム
● キャレ・ショコラ・ア・ロランジェ・プレミアム
● ナッツパウンドケーキ

2,700円

プレミアム アソート A 【❶・❷・❹】

※店頭でのお取り扱いはございません。あらかじめご予約をお願いいたします。

要予約：7日前

キャレ・ショコラ・ア・ロランジェ・
プレミアム

キャレ・オ・キャラメル・
プレミアム ナッツパウンドケーキキャレ・オ・フリュイ・プレミアム

ご婚礼はもちろん、ご長寿祝いや各種記念などの
お引き出物としてもご利用いただけます。

❶ ❷ ❸ ❹

要予約：7日前

【直径 約18cm】

15,000円

フレーズ

5号 【直径 約15cm】 2,500円

ミックスフルーツタルト

6号 【直径 約18cm】 3,500円5号 【直径 約15cm】 3,000円

プロフィットロール

6号 【直径 約18cm】 4,000円

5号 【直径 約15cm】 4,100円
チョコレートクリームケーキ

6号 【直径 約18cm】 4,600円
4号 【直径 約12cm】 3,000円
アニバーサリーケーキ

5号 【直径 約15cm】 4,000円
6号 【直径 約18cm】 4,500円
8号 【直径 約24cm】 7,500円
9号 【直径 約27cm】10,000円

6号 【直径 約18cm】 6,000円
ストロベリーケーキ

5号 【直径 約15cm】 3,500円

シャルロット・オ・ポワール

5号 【直径 約15cm】 4,500円

セレブレイト

アニバーサリーケーキ

お誕生日以外にも
様々なシーンにご利用いただけます。

要予約：1日前 4号・5号・6号

要予約：3日前 8号・9号

要予約：3日前

要予約：3日前

要予約：5日前
要予約：5日前

要予約：5日前

要予約：5日前
要予約：5日前

札幌パークホテル デコレーションケーキ

FAX. 011-511-2055TEL. 011-511-3136●お申し込み・商品のお問い合わせは●オリジナルスイーツギフトはホテル内でご注文いただける他、 お電話やFAXでも簡単にご注文いただけます。 食堂予約係（直通）

クリーム

スポンジ

いちご

パイ

ブルーベリー

アーモンドケーキ

オレンジ

カスタード
クリーム

いちご

アーモンド

アーモンドケーキ

カスタード
クリーム

ヘーゼルナッツ

ガナッシュ

洋なしのコンポート

洋なしのババロワ

キャラメルムース

洋なしのコンポート

ビスキュイ

クッキー

チョコレート
スポンジ

いちご

マカロン

バタークリーム

クリーム

キウイ


