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全道各地域の食材をはじめ、地域の情報発信に取り組んでいるセンチュリーロイヤルホテル

（総支配人: 桶川昌幸／札幌市中央区北 5条西 5丁目）では、7月 1日(月)から 7月 31日(水)

迄、日高・浦河町と連携したレストラン企画『シネマな浦河フェア』を開催いたします。同町と

の連携事業は、今年で 4回目となります。 

北海道の南に位置し、競走馬の名産地として知られる浦河町は、日高昆布、真つぶなど豊かな

太平洋がもたらす新鮮な海の幸をはじめ、夏いちごやアスパラガスなど日高山脈の麓で採れる山

の幸の宝庫としても知られております。 

今回は、道内に現存する最古の映画館「大黑座」(1918年創業)に着目し、同劇場がロケ舞台と

なった映画「結婚 ～佐藤・名取御両家篇～」(1993年)から、料理のテーマを「結婚（マリアー

ジュ）」と定義し、同町産の食材と他の食材、調味料、ソースなど料理を美味しく“マリアージ

ュ”させた期間限定の特別料理で、ひと味違った浦河町の食を創造し、同町と劇場をＰＲいたし

ます。2階ロビーで開催する同劇場の特別展と共に、同町の魅力を目と舌でお楽しみいただけま

す。また、同町が定めた「うらかわ夏いちごの日」(7月 15日)には、ロビーにて「夏いちご」の

詰め放題や同町人気店製造のいちごを使用したパンやチーズケーキ等を数量限定で販売いたし

ます。 

総支配人の桶川は、「浦河町との連携は今年で 4回目。今年は、現存する道内最古の映画館に

スポットをあてた。これまでお届けしてきた豊かな自然だけではない浦河町のひと味違った魅力

に触れていただき、実際に町へ足を運んでいただくきっかけになってほしい」とコメントしてお

ります。開催概要は別紙の通りです。 

 

 

 

センチュリーロイヤルホテル×浦河町 

創業 100年を超える映画館・大黑座を舞台にした映画「結婚」に着目 

ひと味違ったご当地応援企画 

「シネマな浦河フェア」を開催 
【同時開催】フィルム映写機や撮影小道具、ポスター等の展示も 

2019年 7月 1 日（月）より 

【報道関係の方のお問い合わせ先】 

センチュリーロイヤルホテル 営業企画室 : 蝦名（えびな）・大湯 

TEL／011-210-9340 FAX／011-210-9331 



 

 

浦河町×センチュリーロイヤルホテル 

美味しいマリアージュ「シネマな浦河フェア」開催概要 

■開催期間： 2019年 7月 1日（月）～7月 31日（水） 

■開催店舗： 23階 スカイレストラン ロンド、19階 日本料理 北乃路（きたのじ）、 

       2階朝食ビュッフェ ユーヨーテラス サッポロ 

■後 援： 浦河町、(一社)浦河観光協会、日高信用金庫 

■協  力： 大黑座、大黑座サポーターズクラブ 

※本フェアでご用意する食材は、現地からの入荷状況により品切れ、または変更となる場合がございます。 

何卒ご了承の程お願い申し上げます。 

【23階スカイレストラン ロンド】 

●浦河マリアージュランチ 

ご利用期間:  2019年 7 月 1日（月）～7月 31日（水） 

ご利用時間: 11:30〜16:00 ※全席禁煙 

販 売 価 格：おひとり様 4,200円（税込） 

・本日のアミューズ 

・浦河産グリーンアスパラガスと海の幸 パワーサラダ 

・浦河産特別栽培米入り冷製ポタージュスープ 

・浦河産お魚とトマト 香草 チーズのマリアージュ 

・浦河産和牛と大黒しめじのパイ包み焼き 

・グランショコラパッション「懐かしい記憶」 

・パン 

・オーガニックコーヒー 

●浦河マリアージュディナー 

ご利用期間: 2019年 7月 1日（月）～7月 31日（水） 

ご利用時間: 16：00～23：00（コース L.O.21：00、L.O.22：00） 

販 売 価 格：おひとり様 9,500円（税込） 

・アミューズ 

・浦河産のお米入り冷製プティポタージュスープ 

・浦河産グリーンアスパラガスと海の幸 パワーサラダ 浦河産苺 

 (すずあかね)クリームチーズのマリアージュ 

・浦河産ツブ貝 トマト 香草 チーズ 

・浦河産お魚のミネストローネ 

・浦河産和牛と大黒しめじ フォワグラ 黒トリュフのパイ包み焼き 

・グランショコラパッション「懐かしい記憶」 アイス添え 

・パン 

・小菓子 

・オーガニックコーヒー 



 

 

【19階日本料理 北乃路】 

●浦河銀幕御膳「大黑座物語」  

ご利用期間：2019年 7月 1日（月）～7月 31日（水） 

ご利用時間：11：30～15：00(L.O.14：30)  

販 売 価 格：おひとり様 3,300円（税込） 

・プロローグ：出汁巻き玉子 浦河産時鮭  

浦河産ロースベーコンチーズ焼き  

浦河町 船越谷水産の揚げかまぼこ 茄子田楽 

・浦河映画祭：漁吉丸の銀聖スモークサーモン アスパラガス  

浦河産つぶ プレーンウィンナー  

季節のパワーサラダ 

・贈り物：浦河から届いたお魚の煮卸し 青味 

・馬上杯：湯葉と帆立のマリアージュ 枝豆 ズッキーニリング 

・食卓：鮭のちゃんちゃん焼き仕立て 北乃路スタイル、ご飯、味噌汁、香の物 

・ハッピー：苺ロールケーキ 浦河産苺（すずあかね）とわらび餅 

・オーガニックコーヒー  

●浦河銀幕会席「大黑座の夜明け」 

ご利用期間: 2019年 7月 1日（月）～7月 31日（水） 

ご利用時間: 17：00～20：30（ラストオーダー） 

土・日・祝：16：00～20：30（ラストオーダー） 

販 売 価 格：おひとり様 12,000円（税込） 

・先付：浦河産グリーンアスパラガスとバイ貝の塩炒め 雲丹添え 

・焼肴：浦河産時鮭照り焼き 出汁巻き玉子 あしらい 

・お造り：本日の魚介三点盛り 

・パワーサラダ：浦河産つぶと漁吉丸の銀聖スモークサーモン  

浦河産和牛 餅鮑のパワーサラダ仕立て 

・小鍋：浦河から届いたお魚のトマト鍋 

・お食事：季節の土鍋炊き込みご飯、味噌汁、香の物 

・甘味：本日の甘味 

【2階 ユーヨーテラス サッポロ】 

朝食ビュッフェの 1品として日替わりでご提供いたします。 

●浦河産グリーンアスパラガスのバターソテー 

●浦河町 船越谷水産の揚げかまぼこ 

ご利用時間：6：30～11：00 

販売価格：朝食ビュッフェ 大人 3,000円（税込） 

     子供 1,500円（税込） 

                      写真はイメージ 

 



 

 

◆大黑座ロビー展 

大黑座収蔵のフィルム映写機や映画ロケに使用されたアラジンストーブ、壁掛け時計、 

ポスターなどを展示いたします。 

期 間：2019年 7月 1日（月）～7月 31日（水）  

場 所：センチュリーロイヤルホテル 2階ロビー 鑑賞料：無 料  

◆浦河町物産展 

同町が定めた「うらかわ夏いちごの日」(7月 15日)には、ロビーにて「夏いちご」の詰め放題や同

町人気店製造のいちごを使用したパンやチーズケーキ等を数量限定で販売いたします。 

期 間：2019年 7月 15日（月・祝）11時～17時  

場 所：センチュリーロイヤルホテル 2階ロビー  

● 

映画館「大黑座」について 

大正 7年(1918年)創業。日高管内唯一の映画館であり、現存する北海道最古の映画館。平成 6年、

建替えにより 48席のミニシアターとして生まれ変わり、映画の素晴らしさを伝える店主とサポ

ーターの情熱が詰まった映画館として親しまれています。現在は 1日 4回上映。大迫力の音響と、

どこか懐かしい雰囲気の館内で映画鑑賞を楽しめます。 

住 所: 〒057-0013 北海道浦河郡浦河町大通 2丁目 18 

電話番号： 0146-22-2149       公式ホームページ: https://www.daikokuza.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※創業当時の「大黑座」          ※現在の「大黑座」 

映画「結婚 ～佐藤・名取御両家篇～」について 

配給＝松竹  公開年:1993 年 

監督：恩地日出夫  出演：佐藤浩市／名取裕子 他 

あらすじ: 海風が冷たい北海道の港町にある、朝子（名取裕子）の映画館「大黑座」。10年前に

「いつか必ず迎えに来る」と言い残した谷口（長谷川初範）という男を待ち、毎月赤字を出しな

がらも、ひとりで細々と経営を続けていた。ある日、朝子は帰省した谷口を町で見かけたが、彼

は何の連絡もよこさない。谷口は朝子が今も自分を待っているとは思いもよらず、すでに東京で

結婚していたのだった。映画館をたたみ、町を去ることを決めた朝子。最後の上映を無料で開放

していた時、ずっと朝子を見守っていた幼なじみの裕一（佐藤浩市）が突然スクリーンの前に立

ちはだかり、心から朝子を愛していると、十数年ぶりに満員になった客を前に告白を始めたのだ

った。 

https://www.daikokuza.com/


 

 

《センチュリーロイヤルホテル施設概要》 

 

名 称    札幌国際観光株式会社 センチュリーロイヤルホテル               

所在地    〒060-0005 札幌市中央区北 5条西 5丁目 2番地                

連絡先    TEL：011(221)2121 FAX：011(231)2538 

    URL：http://www.cr-hotel.com/                    

開 業    1973年（昭和 48年）5月 10日                      

代表取締役社長・総支配人 桶川 昌幸（おけがわ まさゆき）                      

施 設    地上 23階・地下 3階                           

客室数    300室                                 

収容人員   557名                                

レストラン   「YUUYOO TERRACE SAPPORO」（ユーヨーテラス サッポロ） 

          「日本料理 北乃路」 

            「スカイレストラン ロンド」 

           「ティーラウンジ フォンテーヌ 」             

宴会場     4室 結婚式場（チャペル）                          

その他     衣裳室、写真室                     

駐車場    30台収容（地下 3階駐車場）                       

2019年 6月 21日現在 

以上 


