
P L A Z A  FA C I L I T I E S
豊かな空気に満たされて

京王プラザホテル札幌へようこそ。私たちは広場のように
集い、行き交う、人と人との出会いを大切にし、一人ひとりのゲストを真心こめてお迎えします。

私たちが愛してやまない北海道、そして札幌。まだ知られていないその魅力を発信し、味わえるホテルとして、
北海道の土地の個性を育むお手伝いをいたします。

喫煙室

クラブラウンジ

レンタカー

展望宴会場 / レストラン

客室

宴会場 / 挙式場
カリヨン

宴会場 / 神前式場

宴会場

メインロビー / フロント
レストラン

宴会場 / レストラン / フィットネスジム

駐車場

天然地下水を利用し、厳密な水質管理を受けた極めて透明度の高いプールでは、プライベートレッスンやアクアプログラムなどのレッスンも
ご用意。また、国際大会でも公式トレーニング機器サプライヤーに選出されたイタリア製フィットネスブランド「テクノジム」のジムマシンで、
より本格的なエクササイズが可能に。ホテルクオリティの充実したジムライフを実現します。

P E N T  S E P T
会員制スポーツ＆フィットネス

ペント・セプト（プール／ジム）

［営業時間］10：00～22：00（プール・ジムは21：00まで） ［定休日］毎月10日B1

全てのフロアで無線LAN（Wi-Fi）接続が可能です。（無料）
※客室・宴会場では有線の接続もご利用いただけます。

全天候型の自走式駐車場を完備。季節や天候に左右されず、24時間入出庫、
300台の駐車が可能です。駐車場のご案内



Luxury Floor
ラグジュアリーフロア 長期ご滞在でもゆったりとお寛ぎいただける上質な空間と

洗練されたデザイン。抜群の眺望を誇る最上階客室。

ラグジュアリー
コーナースイート（4ベッド）2部屋
室内面積／62.9㎡
ベッドサイズ／120cm×200cm

ラグジュアリースイート
ツインタイプA 1部屋
室内面積／54.2㎡
ベッドサイズ／120cm×200cm

ラグジュアリースイート
ダブル 2部屋
室内面積／58.1㎡
ベッドサイズ／180cm×200cm

インペリアルスイート 1部屋
室内面積／133.6㎡　ベッドサイズ／120cm×203cm

ラグジュアリースイートダブル

ラグジュアリーコーナースイート

ラグジュアリースイートツインタイプA

21F



Luxury Floor
ラグジュアリーフロア 極上の眺望が広がる開放的なバスルーム。

高級感溢れる3つのタイプのインテリア空間が非日常感を演出。21F

ビューバススイート
ヨーロピアン 1部屋
室内面積／59.3㎡
ベッドサイズ／120cm×200cm

ビューバススイート
イタリアン 1部屋
室内面積／54.6㎡
ベッドサイズ／180cm×200cm

ビューバススイート
ニューヨーク 1部屋
室内面積／57.9㎡
ベッドサイズ／120cm×200cm

ビューバススイートヨーロピアン

ビューバススイートニューヨーク

ビューバススイートイタリアン



Premier Floor
プレミアムフロア 凛とした静かな佇みに灯る、窓辺のペンダントライト。

日本の繊細さを表現した、透明感あふれるコーディネート。

クイーンダブルルーム 8部屋
室内面積／24.3㎡
ベッドサイズ／160cm×200cm

4ベッドルーム 4部屋
室内面積／52.6㎡
ベッドサイズ／120cm×200cm

ツインルーム 16部屋
室内面積／24.3㎡
ベッドサイズ／110cm×200cm

4ベッドルーム

クイーンダブルルーム

ラージツインルーム

20F
18F

ラージツイン
ルーム 24部屋
室内面積／33.2㎡
ベッドサイズ／120cm×200cm



Comfort Floor
コンフォートフロア やわらかな温もりに満ちた、ほっと心ほどける空間。

北海道のおおらかさ、穏やかさを表現したゲストルーム。

ツインルーム 20部屋
室内面積／24.3㎡
ベッドサイズ／110cm×200cm

シングルルーム 32部屋
室内面積／18.7㎡
ベッドサイズ／120cm×200cm

クイーンダブル
ルーム 4部屋
室内面積／24.3㎡
ベッドサイズ／160cm×200cm

クイーンダブルルーム シングルルーム

ラージツインルーム

17F
15F

ラージツイン
ルーム 24部屋
室内面積／33.2㎡
ベッドサイズ／120cm×200cm



Superior Floor
スーペリアフロア 和を意識した、清潔感のある落ち着いた空間を演出。

ワンランク上の、上質フロア。

ダブルルーム トリプルルーム

クイーンダブルルーム

14F
12F

クイーンダブル
ルーム 6部屋
室内面積／24.3㎡
ベッドサイズ／160cm×200cm

ダブル
ルーム 33部屋
室内面積／18.7㎡
ベッドサイズ／150cm×200cm

ラージツイン
ルーム 24部屋
室内面積／33.2㎡
ベッドサイズ／120cm×200cm

トリプル
ルーム 12部屋
室内面積／31.4㎡
ベッドサイズ／110cm×195cm



Standard Floor
スタンダードフロア カジュアルでシンプルな機能美あふれる空間は、

穏やかにくつろげる癒しのひとときを演出します。

ファミリールーム

ラージツインルーム

11F
5F

ツイン
ルーム 56部屋
室内面積／24.3㎡
ベッドサイズ／110cm×200cm

ラージツイン
ルーム 52部屋
室内面積／33.2㎡
ベッドサイズ／120cm×200cm

ファミリー
ルーム 16部屋
室内面積／37.1㎡
ベッドサイズ／120cm×200cm×3

110cm×195cm×1

アクセシブルルーム

アクセシブル
ルーム 4部屋
室内面積／33.2㎡
ベッドサイズ／110cm×200cm
1台は電動式リクライニングベッド



Club Lounge
クラブラウンジ

もう一つの癒しの空間もう一つの癒しの空間

1F

［営業時間］11：00～22：00
　　　　　ティータイム 14：00～17：00
　　　　　バータイム 17：00～22：00

プレミア・ラグジュアリーフロアにご宿泊のお客様専用のロビーフロアに位置する上質な癒しの空間。クラブ
ラウンジでは、すべての時間帯で北海道にゆかりのあるソフトドリンクや焼き菓子等をブッフェスタイルでお楽しみ
いただけます。さらに専任のコンシェルジュが、お客様一人ひとりの特別なご滞在をプロデュースいたします。

お飲み物と軽食
［Drink & Refreshments］

コーヒー・紅茶などのカフェドリンクはもちろん、
デトックスウォーターや北海道らしいお飲み物を
ラインナップ。パティシエが焼き上げたホテルメイドの
焼き菓子のほか、ティータイムにはサンドウィッチや
フルーツ、バータイムにはアルコールもご用意し、す
べての時間帯でおくつろぎいただけます。

コンシェルジュサポート
［Concierge Support］

専任のコンシェルジュが常駐し、お食事のご予約や
近隣の観光スポットのご案内など親身にサポート。
お客様のご滞在をよりスムーズで充実したものに
いたします。



PLAZA HALL
晴れの舞台に喝采が響き渡る。

プラザホールは天井高8 . 1m、地下1階から地上1階への吹き抜け空間が広がる開放感あふれる多目的ホールです。プラザホールは天井高8 . 1m、地下1階から地上1階への吹き抜け空間が広がる開放感あふれる多目的ホールです。

大宴会場［プラザホール］
B1

面　　積／538㎡（163坪）
収容人数／ディナー270名　スクール250名
　　　　　ブッフェ300名　シアター500名

CHERRY ROOM 中宴会場［チェリールーム］
展示会、ブッフェパーティなどにご利用いただけます。
また法要などにも対応いたします。
面　　積／145㎡（44坪）
収容人数／ディナー 90名　スクール100名
　　　　　ブッフェ100名　シアター120名
　　　　　仏式法要会場120名
　　　　　仏式法要＋会食90名

B1

SUZURAN 小宴会場［スズラン］
大切なゲストの控室として、ご利用いただけます。
面積／20㎡（6坪）

B1

喫煙室

※全ての宴会場でLAN回線・Wi-Fiの接続が可能です。



EMINENCE HALL
風格の空間に喜びが満ちる。

エミネンスホールは8 0 0名～1 5 0 0名収容の京王プラザホテル札幌のメインホール。
ウエディングから国際的なコンベンション、レセプション、各種パーティまで用途は多彩。
エミネンスホールは8 0 0名～1 5 0 0名収容の京王プラザホテル札幌のメインホール。
ウエディングから国際的なコンベンション、レセプション、各種パーティまで用途は多彩。

大宴会場［エミネンスホール］
2F

面　　積／1,000㎡（303坪）ホワイエ300㎡
収容人数／ディナー 800名　スクール1,000名
　　　　　ブッフェ1,200名　シアター1,500名
※2分割可

FOYER ［ホワイエ］
どこまでも広がってゆくような開放感と
オリジナルソファや淡く光る花器のアレンジでくつろぎの空間を演出します。

2F

※全ての宴会場でLAN回線・Wi-Fiの接続が可能です。



ROSE ROOM
温もりが至福の時間を優しく包む。

エレガントなパーティを演出できるローズルーム。
フルコースの会食など落ち着いた雰囲気でお楽しみいただけます。
エレガントなパーティを演出できるローズルーム。
フルコースの会食など落ち着いた雰囲気でお楽しみいただけます。

中宴会場［ローズルーム］
2F

面　　積／200㎡（61坪）
収容人数／ディナー100名　スクール120名
　　　　　ブッフェ120名　シアター150名

CLOVER ROOM 小宴会場［クローバールーム］
企業セミナーや講演会、各種パーティなど、幅広くお使いいただけます。
面　　積／110㎡（33坪）
収容人数／ディナー60名　スクール 80名　ブッフェ70名　シアター100名

2F LAVENDER ROOM 小宴会場［ラベンダールーム］
ブッフェパーティ、展示会、セミナーなど、多目的なご利用に対応できるスペースです。
面　　積／91㎡（28坪）
収容人数／ディナー50名　スクール60名　ブッフェ65名　シアター80名

2F

CROWN ROOM 小宴会場［クラウンルーム］
ディナーやブッフェスタイルのお食事会からセカンドパーティまでお楽しみいただけます。
面　　積／107㎡（32坪）
収容人数／ディナー66名　スクール54名　ブッフェ70名　シアター100名

2F

LILAS 控室［リラ］
大切なゲストやVIPにゆったり
おくつろぎいただけます。
各種セレモニーの控室や
おもてなしにどうぞ。
面　　積／15㎡（4坪）
収容人数／8名

2F

※全ての宴会場でLAN回線・Wi-Fiの接続が可能です。



MIYABI
新しい格式を素敵に物語る。

スタイリッシュ＆モダンなコーディネートの「雅の間」は
最新のウエディングパーティにふさわしい会場です。
さらに企業や団体の集まり、
新商品発表会など多彩なイベントにお使いいただけます。

スタイリッシュ＆モダンなコーディネートの「雅の間」は
最新のウエディングパーティにふさわしい会場です。
さらに企業や団体の集まり、
新商品発表会など多彩なイベントにお使いいただけます。

中宴会場［雅の間］
3F

面　　積／310㎡（94坪）
収容人数／ディナー200名　スクール280名
　　　　　ブッフェ300名　シアター350名

面　　積／310㎡（94坪）
収容人数／ディナー200名　スクール280名
　　　　　ブッフェ300名　シアター350名

KOTO 小宴会場［琴の間］
ビジネス会議や同窓とのご会食、ホームパーティなど、
さまざまなご利用にお応えします。
面　　積／58㎡（18坪）
収容人数／ディナー30名　スクール35名
　　　　　ブッフェ40名　シアター50名

3F FUE 小宴会場［笛の間］
少人数のクラス会や各種二次会、お食事会などに
最適な心温まる空間です。
面　　積／73㎡（22坪）
収容人数／ディナー40名　スクール45名
　　　　　ブッフェ60名　シアター70名

3F

OHGI中宴会場［扇の間］
ゲストの胸に感動と好印象を刻む。

「雅の間」と同じくスタイリッシュ＆モダンをテーマにした
落ち着きのあるコーディネート。
忘新年のパーティからレセプション、
セミナーまで幅広くご利用いただけます。

「雅の間」と同じくスタイリッシュ＆モダンをテーマにした
落ち着きのあるコーディネート。
忘新年のパーティからレセプション、
セミナーまで幅広くご利用いただけます。

3F

※全ての宴会場でLAN回線・Wi-Fiの接続が可能です。



PEGASUS
空を望みながらこの上なく幸せに。

空に浮かぶ、星とふれあう、2 2階のスカイバンケットルーム「ペガサス」。
札幌の広大なパノラマと煌めく夜景が、パーティを素敵に演出します。
空に浮かぶ、星とふれあう、2 2階のスカイバンケットルーム「ペガサス」。
札幌の広大なパノラマと煌めく夜景が、パーティを素敵に演出します。

スカイバンケットルーム［ペガサス］
22F

面　　積／178㎡（54坪）
収容人数／ディナー80名　スクール 80名
　　　　　ブッフェ90名　シアター100名

FOYER ［ホワイエ］
潤いに満ちた街のパノラマに包まれて、
パーティが始まるまでのひとときをゆっくりとお過ごしいただけます。

22F

AMBROSIA スカイバンケットルーム［アンブローシア］
アーバンビューの煌めきが包む、高層階パーティステージ。
接待や慶事、少人数でのウエディングパーティまで幅広くご利用いただけます。
面　　積／70㎡（21坪）
収容人数／ディナー40名
　　　　　ブッフェ60名

22F

※全ての宴会場でLAN回線・Wi-Fiの接続が可能です。



和の贅を尽くしたこだわり。

落ち着いた色調、明かりと構えが醸し出す豊かな風情。
掘りごたつのお席でゆったりと会食をお楽しみいただけます。
接待でのご利用や慶事、法要など、さまざまなご宴席にご活用ください。

落ち着いた色調、明かりと構えが醸し出す豊かな風情。
掘りごたつのお席でゆったりと会食をお楽しみいただけます。
接待でのご利用や慶事、法要など、さまざまなご宴席にご活用ください。

和室宴会場

▶壱の間

4F

収容人数／壱の間（27畳）40名
　　　　　弍の間（20畳）18名

▶弍の間

弍の間 壱の間

※全ての宴会場でLAN回線・Wi-Fiの接続が可能です。



北海道の雄大な風景を五感で味わう。

地上2 2階、煌めく夜景と最高級の北海道食材を
存分に味わう鉄板焼。
地上2 2階、煌めく夜景と最高級の北海道食材を
存分に味わう鉄板焼。

22F

［営業時間］ランチ 　11：30～15：00（L.O.14：30）
　　　　　ディナー 17：00～22：00（L.O.21：00）最終入店（20：30）
※ゆっくりお食事を楽しんでいただくために、小学生未満のお客様のご入店をご遠慮いただいております。

鉄板焼

北海道の旬を楽しむ和の空間。

旬のろばた焼き、
お寿司を味わえる和食処。
旬のろばた焼き、
お寿司を味わえる和食処。

B1

［営業時間］ランチ 　11：30～15：00（L.O.14：30）
　　　　　ディナー 17：00～22：00（L.O.21：00）

ろばた すし 北のめし

22F
美しい風景が味わいに風情を添える。

北海道の山海の幸や全国の旬の素材を
楽しめる日本料理店。
北海道の山海の幸や全国の旬の素材を
楽しめる日本料理店。
［営業時間］ランチ　11：30～15：00
　　　　　ディナー  17：00～21：30
※完全予約制（ご利用日3日前の17：00までにご予約ください）
［定休日］月曜日・火曜日

予約制
個室和食

RESTAURANT & BAR
四季折々の旬の味覚との出会いに、シェフこだわりの一品に、笑顔がこぼれます。

北海道の食材をおいしく楽しめるレストランからバーまで、バラエティー豊かな味わいとお店が勢ぞろい。
パーティ、ご商談、お食事会、二次会などにぜひご利用ください。

四季折々の旬の味覚との出会いに、シェフこだわりの一品に、笑顔がこぼれます。
北海道の食材をおいしく楽しめるレストランからバーまで、バラエティー豊かな味わいとお店が勢ぞろい。

パーティ、ご商談、お食事会、二次会などにぜひご利用ください。



訪れる人を包み込むようなホテルメインバー。

洒落た会話とお酒に憩う、風格漂うメインバー。洒落た会話とお酒に憩う、風格漂うメインバー。

1F

［営業時間］17：00～23：00（L.O.22：30）
［定 休 日］日曜日・祝日

メインバー
［クロスヴォールト］

パン・スイーツ全商品に道産小麦を100％使用。

ホテルメイドのスイーツやブレッド、ギフトに最適なアイテムを取り揃えております。ホテルメイドのスイーツやブレッド、ギフトに最適なアイテムを取り揃えております。

1F

［営業時間］10：00～17：00（パンの販売は11：00～）

ペストリーブティック
［ポピンズ］

ライブ感あふれるブッフェと快適空間。

できたての料理を提供する
ライブ感のあるブッフェレストラン。
できたての料理を提供する
ライブ感のあるブッフェレストラン。

1F

［営業時間］《ブッフェ》 6：30～10：30（L.O.10：15）【平日】／6：30～11：30（L.O.11：15）【土・日・祝】
　　　　　《喫   茶》10：00～17：00（L.O.16：30）

ブッフェ＆パーティコート
［グラスシーズンズ］



個室料金（各税・サービス料込）個室料金（各税・サービス料込）
会食2時間のご利用で
中学生以上おひとり様500円

個室数個室数
・掘りごたつ　4室（最大12名様迄）
・椅子席　　 3室（最大10名様迄）

美しい風景が味わいに風情を添える。

北海道の山海の幸や全国の旬の素材を
楽しめる日本料理店。
北海道の山海の幸や全国の旬の素材を
楽しめる日本料理店。

22F

［営業時間］ランチ　11：30～15：00
　　　　　ディナー  17：00～21：30
※完全予約制（ご利用日3日前の17：00までにご予約ください）
［定休日］月曜日・火曜日

予約制
個室和食

RESTAURANT PRIVATE ROOM
《レストラン個室のご案内》《レストラン個室のご案内》

大切な接待やご会食、ご家族のお祝いなどの特別な時間に、安心のサービスでゆったりとお過ごしいただけます。大切な接待やご会食、ご家族のお祝いなどの特別な時間に、安心のサービスでゆったりとお過ごしいただけます。

ご両家顔合わせ、還暦お祝い等、様々なシーンに対応可能な個室をご用意しております。
個室は、椅子席または、掘りごたつとなっております。
ご年配のお客様にも安心してご利用いただけます。

ご両家顔合わせ、還暦お祝い等、様々なシーンに対応可能な個室をご用意しております。
個室は、椅子席または、掘りごたつとなっております。
ご年配のお客様にも安心してご利用いただけます。

■個室利用は2名様より承ります。
■個室によってご利用人数が異なりますので、詳しくはお問い
合わせください。
■個室料金を含んだお食事プラン（2名様～）もございます。
■会議利用の際は個室料金が異なりますので、詳しくはお問い
合わせください。

藤の間

萩の間

楓の間

桐の間

竹の間



個室料金（各税・サービス料込）個室料金（各税・サービス料込）
・きはだ
・いちい
・みずき

（ ６ 名様～14名様）3,630円
（ ６ 名様～10名様）3,630円
（10名様～20名様）6,050円

B1

北海道の旬を楽しむ和の空間。

旬のろばた焼き、
お寿司を味わえる和食処。
旬のろばた焼き、
お寿司を味わえる和食処。
［営業時間］ランチ 　11：30～15：00（L.O.14：30）
　　　　　ディナー 17：00～22：00（L.O.21：00）

ろばた すし 北のめし

RESTAURANT PRIVATE ROOM
《レストラン個室のご案内》《レストラン個室のご案内》

大切な接待やご会食、ご家族のお祝いなどの特別な時間に、安心のサービスでゆったりとお過ごしいただけます。大切な接待やご会食、ご家族のお祝いなどの特別な時間に、安心のサービスでゆったりとお過ごしいただけます。

料理長自らの舌で確かめた北海道産食材中心の料理の数 を々お楽しみください。
寿司カウンター、炉端焼きカウンターの他
個室感覚でご利用いただける掘りごたつ席もご用意しております。

料理長自らの舌で確かめた北海道産食材中心の料理の数 を々お楽しみください。
寿司カウンター、炉端焼きカウンターの他
個室感覚でご利用いただける掘りごたつ席もご用意しております。

■会食は2時間、会議は1時間の料金です。
■個室料金を含んだお食事プランもございます。

きはだ

いちい

みずき




