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10 月 1 日は、「札幌ホテル夜景の日」

「札幌ホテル夜景の日」制定 3 周年記念
センチュリーロイヤルホテル（札幌駅）×ホテルエミシア札幌（新さっぽろ駅）

記念日を制定した夜景自慢の 2 ホテルによる夜景 PR 企画
ディナー利用でもう一方のディナー招待券をプレゼントなど
2019 年 10 月 1 日（火）より開催

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）とホテルエミシ
ア札幌（札幌市厚別区）は、「札幌ホテル夜景の日」の制定3周年を記念して、夜景を満喫する特別
PR企画を2019年10月1日（火）より実施いたします（2019年11月30日まで）。「札幌ホテル夜景の日」
を制定した夜景自慢の両ホテルが相互に協力して、日本新三大夜景都市・札幌市とホテル夜景の魅
力をPRいたします。
「札幌ホテル夜景の日」は、展望レストランのある両ホテルなどによって、2016年10月に制定い
たしました（申請先：一般社団法人 日本記念日協会）。
10月1日より開催する夜景PR企画では、夜景をテーマにしたディナーをどちらかで予約・利用し、
夜景に関するアンケートに回答いただいた方から抽選で、もう一方のホテルのレストランのペアデ
ィナー招待券をプレゼントいたします。また、同記念日制定3周年を記念して夜景をイメージした
カクテルの販売や、対象レストランの利用明細書を提示するともう一方の対象レストランで夜景カ
クテルを10%割引でご利用いただける優待企画も実施いたします。
センチュリーロイヤルホテルとホテルエミシア札幌では、今回の企画を通じて、「札幌ホテル夜
景の日」の認知促進を目指してまいります。そして、ホテルから眺める札幌夜景の魅力を宿泊客や
地元市民、観光客らにPRしてまいります。概要は別紙の通りです

【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（おおゆ）
TEL／011-210-9340 FAX／011-210-9331

札幌ホテル夜景の日 制定3周年記念

1度で2度美味しい夜景満喫企画

開催概要

■企画目的： 2016年、札幌市が「日本新三大夜景年」に認定されてから10月で1周年になるのに合
わせて、食と夜景を組み 合わせた「新しい夜景観光」を創造・発信し、
（札幌の夜景が）新たな観
光資源であることを地元客や観光客にPRすることを目的に、展望レストランを持つ、札幌市内のホ
テル（センチュリーロイヤルホテル、ホテルエミシア札幌他）が、「札幌ホテル夜景の日」を制定。
2019年10月に制定から3周年となることを記念し、センチュリーロイヤルホテルとホテルエミシア
札幌が、ホテル夜景と食の魅力を相互にPRするために企画いたしました。
■企画概要：
対象店舗：センチュリーロイヤルホテル23階 スカイレストラン ロンド
ホテルエミシア札幌 30階 中国料理「仙雲」
ご利用期間：2019年10月1日（火）～11月30日（土）
後
1.

援： 札幌夜景観光推進協議会
センチュリーロイヤルホテル、ホテルエミシア札幌から
眺める夜景の色を表現した期間限定カクテルの販売

◆商 品 名：夜景カクテル「ブルー・モーメント1001」（写真右）
レシピ：ブルーキュラソーシロップ15ml、
トニックウォーターで満たし、センチュリーロイヤル
ホテル スカイレストラン ロンドから眺めた夜景を
イメージ。
◆商 品 名：夜景カクテル「ハーバーライト1001」（写真左）
レシピ：カシスシロップ15ml、
トニックウォーターで満たし、ホテルエミシア札幌
中国料理「仙雲」から眺めた夜景をイメージ。
◆ご利用期間：2019年10月1日（火）～11月30日（土）
◆ご利用時間：
センチュリーロイヤルホテル23階 スカイレストラン「ロンド」
16:00～L.O.22：00
ホテルエミシア札幌 30階 中国料理「仙雲」
17：30～L.O. 21:30
◆販売価格：「札幌ホテル夜景の日」が制定された10月1日（1001）にちなんで
各1杯1,001円（税金・サービス料込）

2.両ホテルのレストランいずれかのディナーの利用者を対象に、アンケートに回答した方から
抽選で4組8名様にもう一方のホテルディナー招待券をプレゼント
◆対象期間：2019年10月1日（日）～11月30日（土）
◆対 象 者：
「対象店舗」で、対象期間中に夜景をテーマにした特別ディナーを予約・利用したお客様で、アン
ケートの回答者から抽選で4組8名様にもう一方のホテルディナー招待券をプレゼント。
◆プレゼント内容：
・センチュリーロイヤルホテルのディナー予約（利用）者に、ホテルエミシア札幌 30階 中国料理
「仙雲」のペアディナー招待券（14,000円相当）をプレゼント
・ホテルエミシア札幌の予約（利用）者に、センチュリーロイヤルホテル23階 スカイレストラン
「ロンド」のペアディナー招待券（18,000 円相当）をプレゼントいたします。
3. 夜景カクテルの優待
◆対象期間：2019年10月1日（日）～11月30日（土）
◆プラン内容：
センチュリーロイヤルホテル 23階スカイレストラン「ロンド」
（またはホテルエミシア札幌30階 中
国料理「仙雲」
）のご利用明細書をホテルエミシア札幌 30階中国料理「仙雲」
（またはセンチュリー
ロイヤルホテル23階スカイレストラン「ロンド」
）で提示すると、提示先のレストランで夜景カクテ
ルを10%割引いたします。
【センチュリーロイヤルホテル】
◆店舗名：スカイレストラン ロンド（23階）
◆プラン名：夜景アニバーサリーロイヤルペアディナー
※前日迄の予約制
◆ご利用期間：2019年10月1日（火）～11月30日（土）
◆ご利用時間：16：00～23：00（コースL.O.21：00、L.O.22：00）
◆料

金：2名様 18,000円（税金・サービス料込）

◆メニュー：
・食前酒
・「液体窒素で仕上げるアミューズ」トマトのムース 赤紫蘇のジュレ
・野菜のプティポタージュスープ 黒トリュフの香り
・彩り野菜のアスピック 海の幸 キャビア 夜景見立てのソース
・北海道産帆立貝とトランペット茸のムース 夜の観覧車仕立て
・北海道産のお魚と天使の海老 パーナ貝のスモーク ＵＦＯ見立て
・仔牛のフリカッセと南瓜ピューレ 色々野菜の夜景仕立て
・マロンムース 夜景見立て
・パン ・小菓子 ・オーガニックコーヒー
◆特典：スパークリングワイン（1/2ボトル）またはカクテル2杯付き、記念写真、
カップルシート、プライベートシート確約（1日限定6組）
◆ご予約・お問い合わせ先：011-221-3008(ロンド 直通／受付時間：11:30～22:00)

【ホテルエミシア札幌】
◆店舗名：中国料理「仙雲」
（30階）
◆プラン名：仙雲特別ディナーコース
◆ご利用期間：2019年10月1日（火）～11月30日（土）
※11月1日（金）～11月30日（土）は、メニュー内容、
料金が変更となります。
◆ご利用時間：17:30～22:00（L.O. 21:30）
◆料

金：2名様14,000円（通常20,000円相当）

・料理長おすすめ点心3種

・北京ダックと広東ダックの食べ比べ

・フカヒレの姿煮込み ウニご飯添え
・ナチュラルファームの有機野菜と北海道産ホタテ貝の天ぷら 香港式
・白老産和牛サーロインの黒胡椒炒め
・香港風鯛だし煮込みそば

・黒タピオカ入りココナッツミルク、杏仁豆腐、ゴマ団子

・ジャスミン茶
◆ご予約・お問合せ先：011-893-6933（仙雲直通／受付時間10:00～21:30）
--------------------------------------------------------------------------------------参考：「札幌ホテル夜景の日」について
北海道札幌市のセンチュリーロイヤルホテル、ホテルエミシア札幌等と宝飾品販売会社の株式会社
プロポーズで構成する「札幌ホテル夜景の日実行委員会」が制定。同委員会のある札幌市は2015年
10月に全国の夜景鑑定士により「日本新三大夜景都市」のひとつに選ばれたことから、食と夜景を
組み合わせた新しい夜景観光を創造、発信して、札幌の夜景が新たな魅力的な観光資源であること
を多くの人に知ってもらうのが目的。日付は2016年10月1日より各ホテルで「夜景ディナー企画」が
スタートすることにちなんで。※一般社団法人

日本記念日協会公式サイトより（http://www.kinenbi.gr.jp/）

《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
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 9 月 27 日現在

名 称
所在地
連絡先
開 業
総支配人
施 設
客室数
収容人員
レストラン・
ベーカリー
宴会場
その他
駐車場

《ホテルエミシア札幌 施設概要》
ホテルエミシア札幌
〒004-0052 札幌市厚別区厚別中央 2 条 5 丁目 5 番 25 号
TEL：011-895-8811（代表） FAX：011(895)8820
URL：http://www.hotel-emisia.com/
2014 年（平成 26 年）10 月 1 日
知念 浩
地上 32 階・地下 2 階
512 室
1,144 名
「カフェ・ドム」ベーカリーショップ「ノースクレスト」
中国料理「仙雲」
13 室、結婚式場（チャペル）
リラクゼーション「スパ・アルパ」、スーベニアショップ、
美容室、衣装室、写真室
約 200 台収容
2019 年 9 月 27 日現在

