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深まる秋を心 ゆくまで

09-10

2021

カサブランカの新しいランチスタイル

お好みのメインディッシュと
季節の彩りハーフブッフェ

MAIN DISH

LINEクーポン配信
9月限定「ハーフブッフェ」半額！！

お好みのメインディッシュをお選びください。

レストラン「カサブランカ」で は 、お 客 様 によりご 満 足
いただけるよう、新たにブッフェ形式 でのご 提 供をさせ
ていただくことにいたしました。季節ごとに変わるメイン
ディッシュをお 選 び い た だき、自 家 製 パ ン や サ ラダ、
こだわりのスープ類をお好きなだけお楽しみください。

セゾン

Saison

2,000yen

ノーブル Noble

2,500yen

リュクス Luxe

3,000yen

＜下記メニューより一品お選びください。＞

＜下記メニューより一品お選びください。＞

＜下記メニューより一品お選びください。＞

■季節のパスタ料理

■平目と松茸の香り蒸し

■北海道産牛フィレのステーキ きのこのソース

■北海道産牛ロースのローストビーフ

■黒毛和牛のソテー デュロック風

●

きのこのジェノベーゼ

カルボナーラ

●

●

きのこと銀杏の

きのこと生ハムの和風

自家製ポン酢とオリーブオイルのソース

■鯛のポワレ きのこのクリームソース
■きのこと牛肉のハヤシソースオムレツ
■羊肉のトマト煮込み
他、全8種類

今月の食材テーマ
「きのこ」
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※期間によってメニューが変わります。

安心してブッフェスタイルを
お楽しみいただく為に

味覚の秋―。今が旬の「きのこ」をテーマに、シェフが様々なメインディッシュ
をご用意いたしました。料理内容も期間でアレンジし、毎週でも来たくなる
「お楽しみ」をご用意してお待ちしております。

コース料理は
ご予約制にて
承っております。

heme
food t

<<buffet menu>>

ナヴァラン

■季節のスープ5種

下記メニューをブッフェスタイルでお楽しみください。

■彩り野菜のサラダ

■ホテル自家製パン

●お客様同士のソーシャルディスタンス確保のため、ブッフェエリアでは足型シールに沿ってお並びください。
●料理をお取りいただく際には、手指の消毒・マスク・ビニール手袋の着用をお願いいたします。
●トングは15分おきに交換いたします。

黒毛和牛のソテー デュロック風のコース
LUNCH
DINNER
5,000yen

道産牛フィレ肉ステーキと松茸のコース
LUNCH
DINNER
7,000yen

■本日のアミューズ

■本日のアミューズ

■本日のポタージュ

■和牛の薄切りソテー デュロック風
デザート

■お飲み物

■コーヒー又は紅茶

■本日の

■パン

添え

■本日の前菜

■平目と松茸の香り蒸し

たっぷり茸添え

■松茸のコンソメスープ

酢橘

■北海道産牛フィレ肉のステーキ

■本日のデザート

■コーヒー又は紅茶

全て税・サービス料（10%）込の価格となっております。

■パン

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
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松皮鰈

桂一式

あしらい

木の芽

甘鯛幽庵焼き

TEL 0134-27-8116

■油物／鱧の唐揚げと松茸フライ

百合根衣揚
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11: 3 0 〜14: 3 0
17: 30 〜20 : 0 0

■水菓子／余市産洋梨の蜜煮

■食事

■水菓子

■蓋物

■強肴

香の物

すだち

山葵
柿玉子

岩塩

酢取茗荷

割ポン酢

赤出汁

塩あいす

2,500yen

LUNCH

10月1日（金）～10月31日（日）

「秋の彩り花籠膳」2,400円をご提供いたします。

■焼物／道産牛と松茸の挟み焼き
■食事／土鍋炊き松茸御飯

■水菓子

5,000yen
■造里

※フェア開催前（9月1日（水）〜9月30日（木））は、

胡麻クリーム掛け

3階和食「入舟」

営業時間

牡丹海老

■食事

■口代り

期間限定

■吸い物／松茸土瓶蒸し
■造里／本鮪

■前菜

■焼物

おタテ御膳

要予約

軸三つ葉

煮海老

■箸附

■造里

名様〜

9,000yen

■箸附／松茸焼き酢浸し菊花和え
■先附／南京豆腐

■御椀
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おタテ飲食店フェア限定メニュー

DINNER

秋の味覚 松茸会席
■珍味／烏賊生唐墨和え

■前菜

安心の個室でご家族の団欒を

LUNCH

四季会席

DINNER

松茸の土瓶蒸しと
秋の味覚弁当

| 9・10月限 定 |

入舟ランチ会席 松茸御飯
3,000yen

LUNCH

10

11

日
（月）

季節の訪れをお楽しみください。

| 9・10月限 定 |

17

月

日本の秋ならではの料理で、

LUNCH

9

月 日
（金）～

芳醇な香りと風味、歯ごたえが魅力。

| 9・10月限 定 |

期間限定

松茸御飯に、土瓶蒸し、お吸い物と、

敬老の日などご家族のお食事におすすめ。

年に一度味わいたい贅沢な食材のひとつです。

要予約

中でも味覚の王様「松茸」は、

日前迄にご予約ください。
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ご家族皆さまで安心してお過ごしいただ

※

秋には、様々な食材が収穫の時期を迎えますが、

けますよう個室でご提供いたします。

茸

五，五〇〇円

松

ま つ た け

LUNCH

おタテ飲食店フェアとは？
おタテとは小 樽 祝 津産ホタテを意味します。幅 広い層のお客 様におタテを知っていただくため、
市 内 飲 食 店10 0 店 舗 で「おタテフェア」と称したオリジナル のおタテ 料 理を提 供 するイベントを
行っています。

ブルーベリーソース
※松茸の入荷状況によってご提供できない場合がございます。予めご了承ください。

LINEクーポン配信
9月限定「秋の味覚会席弁当」1,000円引き！！

全て税・サービス料（10%）込の価格となっております。

※フェア期間は変更となる場合がございます。
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3階 鉄板焼「海王」
TEL 0134-27-8116
営業
時間

11:30〜14:30
17:30〜20:00

シメジと生ハムの
グラタンパン 220yen

9月

南瓜デニッシュ
3種のきのこクロワッサン

300yen

秋を感じる、香り豊かなきのこのパン

220yen

10月

南瓜と生ハムの
キッシュ 280yen

優しい甘みが広がる、かぼちゃのパン

おタテ飲食店フェア限定メニュー

小樽産帆立と道産牛フィレ肉のコース
5,500yen LUNCH
期間限定

GR AND MENU

LUNCH

■黒毛和牛のコース

10月1日（金）～10月31日（日）

13,500yen

■道産牛フィレ肉のステーキ
■北海道産ジャンボ椎茸”大統領”の蒸し焼き

酢橘の香り

■活オマール海老のフランベと黒毛和牛のコース

■茄子のムニエル フォンドヴォーとブールノワゼット
海王スタイル

14,500yen

きのこのガーリック
フォカッチャ 240yen

かぼちゃとりんごの
スイートロール 280yen
LINEでお知らせ

ベーカリー「オンディーヌ」で は 、フードロスへ の
取り組みとしてパンの廃棄ゼロを目指しています。

南瓜とさつま芋のブレッド

320yen

LINE登録はP10をご参照ください。

公式LINEより「もったいないクーポン」を配信。食べられないまま
廃棄されてしまうロスパンをなくすため、割引価格にて販売いたし
ます。
※当日の販売状況を踏まえての配信となります。

■タラバ蟹と黒毛和牛のコース
15,000yen

■お食事
■お口直し
05
13

240yen

■活蝦夷鮑の踊り焼きと黒毛和牛のコース

■小樽産帆立のソテー

■南瓜のバター焼き

きのこのタルティーヌ

9,500yen

■ごあいさつの一品

■グリーンサラダ

DINNER

1階ベーカリー「オンディーヌ」
営業時間 9:30〜17:00 TEL. 0134-27-8119
全て税（8%）込の価格となっております。

全て税・サービス料（10%）込の価格となっております。

鉄板焼「海王」では、安心してお食事いただく為、現在ご利用人数を制限しております。
必ずご予約の上ご来店いただきます様よろしくお願い申し上げます。

※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。
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4個セット

Bセット

モンブラン・カシスムース・マンゴームース・
木苺ムース

1,700yen

4,700yen

1,700yen

Cセット

苺ショートケーキ・チョコレートムース・

御飯セット

以下のご飯よりお選びください。

01

御飯セット

02

御飯セット

6個セット

4個入り

600yen

お客様の声にお応えして
デリバリーを始めました！
昔ながらの優しい味わいです。

C.ガーリックライス
02

マンゴームース・木苺ムース・モンブラン・カシスムース

シュークリーム

A.枝豆御飯
B.鶏と茸の炊き込み御飯

枝豆御飯

御飯セット

鶏と茸の炊き込み御飯

2,000yen

D.穴子と牛蒡の炊き込み御飯
E.華ちらし寿司

07

お申込み・お問合せ

天重

車海老を2本使用

以下のご飯よりお選びください。

ガーリックライス

穴子と牛蒡の炊き込み御飯

1階ベーカリー「オンディーヌ」

商品お引渡し時間

鰻重

栄養満点弁当

2,300yen

華ちらし寿司

オーセントホテル小樽 TEL.0134-27-8123
商品お引渡し場所

お子さまにもおすすめ。

秋のご馳 走 を ご 自 宅 で

ハンバーグ弁当

贅沢和牛をお弁当で。ガーリックライス付。

おもてなし御膳 秋- -

黒毛和牛カットステーキ弁当

カツの他にもおかずがいっぱい。

四，五〇〇円
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ヒレカツ弁当

4個セット

2,400yen
3,000yen
3,100yen

2,550yen

苺ショートケーキ・チョコレートムース・
マンゴームース・木苺ムース

Aセット

旬菜箱「洋」 単品

2,900yen

移り変わる季節とともに

御飯セット

Cセット

1,900yen

お肉が食べたい時にはこれで決まり！

料理人が心を込めてお作りいたします。
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1,700yen

道産牛サーロインステーキ弁当

エビ・イカ・サーモン・ホタテのフライ入り

秋の恵みに溢れたごちそうを

御飯セット

Aセット又はBセット

シーフードフライ弁当

ご家族皆さまでご堪能ください。

01

2,400yen
3,000yen
3,100yen

お弁当

カップケーキ

旬菜箱「和」
単品

季節ごとに
多彩なお弁当を
お作りいたします。

和食メニューも新しくなりました！

ご自宅での
カフェタイムに

ご好評の旬菜箱に「洋食メニュー」が登場！

スイーツ

バリエーション豊かなオーセントホテルのお弁当。

おうちでホテルごはん

11:00〜17:00

※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。 ※紙面有効期限は、2021年10月30日迄。 ※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
ご自宅へお届けします。

四季弁当

豊富なおかずが人気！

2,500yen

※全て税（8%）込の価格となっております。

※配達は3,000円以上（お弁当は2個以上）のご注文より承ります。※配達は小樽市内（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時間帯にお届けできない場合がございます。
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おうちでホテルごはん

特別な日に贈るホテルグルメ

Anniversary

ご自宅でもホテルのようなお祝いを

極みオードブル「アニバーサリーセット」
オーセントホテル小樽の贅を極めたおもてなし。
シェフスペシャリテのオードブルと、

「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

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。

記念に残るネーム入りラベルのスパークリングワイン。
食後にちょうど良いミニサイズのケーキ、卓上を華やかに演出する
ミニブーケをまとめてご用意いたします。
極みオードブル
アニバーサリーセット

15,000 yen

（税込）

※オードブル単品は、12,000円でご予約承ります。

お申込み・お問合せはP7-8へ

SET内容 和洋オードブル＋アニバーサリー3点セット
＜140mm×270mm×65mm＞

和

和洋オードブルセット

洋

洋のオードブル

和のオードブル

ローストビーフ/オニオンスライス / 鮑と帆 立のオーロ

海老のチリソース煮 /鰤カマ煮付け/鱧梅紫 蘇巻き/烏

ラソース /スモークサーモン/ 北 海 道 産 豚 肉のパテカ

賊 東寺 揚 げ/ 翡 翠 銀 杏 松 葉 串 /サーモン絹 田 巻き/ 鰻

ンパーニュとフォアグラテリーヌ/ 鰊マリネ/ 海 鮮マリ

巻き玉子/鯛 柚 庵 焼き/豚スペアリブ照り焼き/鮑 磯 香

ネ/フグのリエット キャビア添え/生ハム/紅茶鴨スモ

焼き/北海 縞海老/蛸柔らか 煮オクラ串打ち/烏賊たら

ーク

こ鳴門巻き/ 南京松 風
アニバーサリーセット

お客様のネーム入りオリジナルラベルの
スパークリングワイン（750ml）
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デコレーションケーキ（3号/1～2名様盛）
ミニブーケ

◆検温の実施およびマスク着用のお願い

◆従業員のマスク着用

◆料飲施設での取り組み

正面玄関、フロントカウンターにAIサーマルカメラを

お客さまの健康と安全ならびに公衆衛生を考慮し、

・テーブル間の距離を十分に確保しお席をご用意して

設置し、検温を実施しております。

スタッフは接客時にマスクを着用しております。

◆アルコール消毒液の増設

◆アクリル板の設置

各フロアにおけるロビーやレストラン、宴会場、売店、

飛沫感染防止のため、フロントカウンターやお会計窓

化粧室等に消毒液を増設し、お客様がよりご利用頂

口などにアクリル板による仕切りを設置しております。

きやすい安全・安心な環境整備に努めております。

◆換気の実施

◆定期消毒の強化

定期的に玄関扉を開放し換気を行っております。

ドアノブ、扉、エレベーター内のボタン、化粧室の扉

◆エレベーターのご利用

等、お客さまが触れる機会の多い箇所をDr.CLEAN+

ご利用人数を制限させていただいております。お並び

（除菌・ウイルス除去スプレー）による除菌コートを

の列は、間隔を十分に開けてお並びいただいており

行っております。

ます。

おります。
・お客様のご利用後には、テーブル周りを消毒のうえ
次のお客様をご案内しております。
・食 器類は高温高圧洗浄機による洗浄を行っており
ます。
・常に空調設備により換気をしております。
ホテル公式ホームページから
全館の取り組みを
ご確認いただけます。

友だち登録はこちらから

オーセントホテル小樽
LINE公式アカウント

友だち募集中！

毎月お得な
クーポンを
配信

特典01
新着情報
配信中！

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
特典02 ード」をゲット！
10

COCKTAIL COLUMN

12

vol.

CCSカクテルコミュニケーションソサエティ カクテルアーティスト

キャプテンズバーwebサイト
「カクテルコラム」随時更新中！

野田浩史によるカクテルコラム

「ホテルバーとモクテル」

コロナ禍に於ける我が国のホテルバーは、

まま注がれる」に対し、
「モクテル」は複数

欠かせません。コロナ禍では無いと思い

地域活動への貢献に努めるべく「店を開け

のジュースや炭酸飲料、ハーブ＆スパイス、

ますが、会 社でのコミュニケーションを

たり閉めたり」を繰り返しながらもその役

自家製シロップなどでレシピを構成、更に

目的とした飲み会や接待の場に於いて、

割を果たしています。

一杯ごとにストーリー（製作意図）が込め

アルコールがNGなのは難しいですよね。

緊急事態宣言にて営業休止している三ッ星

られているスタイルです。

ゲストは美味しくアルコールを嗜んでいる

ホテルの事例では、
「スペシャル･ルームサ

これまでお酒を飲めない方にとって、華や

のに「烏龍茶」を注 文するのでは止む得

ービス」と題し、バーテンダーが客室まで

かで美しい風合いはきっと胸を躍らせて

ないものの、場のシラケ感は否めません。

ワゴンを押し「カクテルをお部屋でお作り

くれます。

こんな時、今のシチュエーションにあった

する」といったサービスは広がりを見せて

モクテルを作る際に意 識していること。

モクテルを注文しては如何でしょう。私な

います。またロビーラウンジでは、ノンア

お酒が入ってなくても「酔わせる」ことを

ら接待相手のゲストと同じグラスを用いて

ルコールカクテルをシェーカーで振る姿が

念頭に置きます。

差し上げ、前述に合わせた一杯を提供し、

注目を浴び、嗜好文化であったバーの世界

私は、お客 様の体調や気分を見計らいな

ビジネスの成功へお手伝いをしたいと考え

観が変わりゆく様相にある。

がらそれを補う効用があるハーブ類、ボタ

ます。

こういった中 注目されているのが「モク

ニカルといった材料を運用し、特有の香り

ノンアルコール市場は、多様性含め間違い

テル」です。カクテルを「似せた」「真似

や見た目だけでなく、植物由来の薬 効で

なく大きな広がりを見せていくでしょう。

た」という意味を持つ「Mock(モック)」と

ココロとカラダに良いテイストに仕上げ、

換言すれば 、お 酒を飲めない方にとって

「Cocktail（カクテル）」の造語を合わせ

バーならではの設えと共に「酔わせる」

ホテルバーの魅 力を知って頂ける、これ

たイギリス発祥のノンアルコールカクテル

体験を以て価値を感じて戴きたいと思う

までにない絶好の機会になるのです。皆様

の事で「ソフトドリンクが 蓋を開け、その

ので す。モクテルはビジネスシーンにも

との出会いを心待ち致しております。
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