
教育旅行のご案内

https://www.hotelmonterey.co.jp/

〈交通アクセス〉
ホテルモントレ札幌

JR札幌駅 東改札口 南口より徒歩 5分

地下鉄南北線・東豊線 札幌駅 18・19番出口より徒歩3分
地下鉄南北線・東西線 東豊線 大通駅 31番出口(札幌市民ホール)より徒歩12分

ホテルモントレエーデルホフ札幌

JR札幌駅 東改札口 南口より徒歩7分

地下鉄南北線・東豊線 札幌駅 22番出口より徒歩2分
地下鉄南北線・東西線 東豊線 大通駅31番出口(札幌市民ホール)より徒歩6分

ホテルモントレ札幌
ホテルモントレエーデルホフ札幌

札幌市立中央小学校

札幌市立中央中学校

〈緊急時・所轄連絡先〉
所轄官庁

一時避難場所

広域避難場所

病　　 院

■災害時避難場所について
　〈火災の場合〉モントレ札幌・エーデルホフ札幌、それぞれ火災が発生していないホテルへ避難。　〈津波・氾濫の場合〉各ホテル上階へ避難。
　〈地震の場合〉ホテルに損壊がない場合…各ホテル内で待機。　ホテルに損壊がある場合…札幌市立中央小学校へ避難。※一時避難場所は上記へ。
　※一時避難場所はホテルに損壊の恐れがある場合の避難場所で、その場で従業員及び宿泊者の確認を行います。
　その後、帰宅困難の方や暖をとれない状況にある方の屋内避難場所として中央小学校へ避難します。

札幌市危機管理対策室

札幌市保健所
札幌市中央消防署

〒060-0042　札幌市中央区大通西19丁目 WEST 19ビル

〒060-0034 札幌市中央区北4条東3丁目

011-211-3062

011-622-5151

011-215-2120

011-242-0110

011-221-8699

011-208-7150

011-251-1221

011-641-4316

011-241-6266
創成川公園 創成川通　北1条～南4条 011-221-4100

0120-20-8699 /

011-261-6568

〒064-0804　札幌市中央区南4条西10丁目

〒060-0001　札幌市中央区北1条西5丁目4札幌方面中央警察署
救急医療情報案内センター

JR札幌病院 (徒歩3分) 〒060-0033　札幌市中央区北3条東1丁目

時計台記念病院 (徒歩10分) 〒060-0031　札幌市中央区北1条東1丁目

札幌市医師会夜間急病センター 〒060-8581　札幌市中央区大通西 19丁目 (19:00～ 7:00)

〒060-0041　札幌市中央区大通東6丁目12

札幌の市街地に位置する２つのホテルモントレ。
札幌駅や大通りも近く限られた時間を有効にご利用いただけます。



すべての客室は地上60m以上の高層に位置し、
昼は市街を見渡す展望、夜は煌めく夜景を一望いただけます。
お部屋はアンティーク調度品の数々が並び居心地が良く、
全館洗浄器付トイレを完備しております。

シングルルーム
建築家「Otto Wagner」より名を
とり、140cm幅のダブルベッドを
採用。快適な空間が魅力です。

ホテルのシェフが季節の食材を使い腕をふるった料理を、様々なバリエーションでご用意しております。
会場にはホワイトボード・マイク・卓記号等もご用意できます。

生ハムとスモークサーモンのシザー風サラダ
鯛の衣焼巻き大根のコンフィに軽い酸味のソース
ミートローフの網脂巻きロースト粒マスタード風味
シーフードとマカロニグラタン
白飯
ふわふわ玉子と水餃子のとろみスープ
二種揚げ物盛り合わせ
魚介類のクリーミー煮込みチーズの香りポテトの大地に
デザート

食事をしながら、正しいテーブルマナーを体験していただけます。
オードブル　　スープ　　魚料理　　肉料理　　

〈 テーブルマナー 〉  〉

卓 メニュー例盛り料理(例)

〈本館  〉客室のご案内

サウスツイン
サウスコーナーツイン

Guest Room

〈南館  〉客室のご案内

合計110室・定員319名

Guest Room
木陰の木漏れ日や、木立、大地等、
「森・自然」をテーマにデザインされ、
多様な時代に合わせたホテルでの過ごし方をイメージし、
長期滞在用の使い勝手の良いオープンクローゼットや、
お部屋でテイクアウトの食事も楽しめる多目的テーブルなど、
時代に合わせたご滞在に対応した家具デザインを
取り入れております。

客室使用

部屋タイプ

サウスツイン
サウス
コーナーツイン
サウス
コンフォートツイン
ユニバーサル
ツイン

面積

26m

客室 定員

88室2

2

2

2

29m

29m

60m

11室

9室

1室

2～3名

2～3名

2名

2名

合計190室・定員329名

客室使用

部屋タイプ

シングル

ツイン
デラックス
コーナーツイン

ジュニアスイート

面積

19m

客室 定員

51室2

2

2

2

24m

40m

60m

104室

25室

1室

1名

2～3名

4名

3名

プレミアムツイン

プレミアム
ラージツイン
スイート
プレミアム
スイート

21.5m 2室2

2

2

2

26m

48m

64m

2室

3室

2室

2名

2名

2名

2名

スクランブルエッグ
ソーセージ・ハム
グラタン
コーンポタージュスープ
揚物
サラダ
パン(クロワッサン・デニッシュ)
ヨーグルト
フルーツカクテル
オレンジジュース
牛乳

サウスツイン(3名利用 /1台エキストラベッド)

(3名利用 /1台エキストラベッド)

(4名利用 / 2台エキストラベッド)

夕食メニュー DINNER 朝食メニュー BREAKFAST

〈受入体制〉

※上記はメニュー例です。※季節、お客様のご要望により内容が変わります。
※朝食は宿泊料金に含まれています。※連泊の場合は一部メニューが変わります。
※季節により一部内容が変わります。

□収容人数
最大250名まで

□受入条件
小学生以上
1校1館可(80名以上)

□客室
事前連絡可能。人数(生徒・先生・添乗員・男女割)
決定後、早めにご連絡をお願いいたします。
お部屋割りは、トリプルが基本となります。
フロアーの貸切はご容赦願います。

□チェックイン
バスが3台以上の場合は、10分程度の間隔を空けてご到着ください。
ルームキーはあらかじめお部屋にセットいたします。
ルームキーは、カード式です。1室につき1枚です。
ドアはオートロックです。
入室後、ルームキーをドア横のキーボックスに差し込んでください。
(お部屋の電源が入りフロントにて、在室が管理できます。)
ご到着が早い場合は荷物をお預かり、又は客室に運ばせていただきます。
当日の館内案内が必要な場合は事前にご連絡ください。

□班長会議
使用時間と人数を事前にお知らせください。最終打ち合わせ時点で会場名
をご連絡いたします。ホワイトボード・マイク等をご用意できますので、
事前にご用命ください。

□夕食
料理内容は、その都度料理長がメニュー提出いたします。
会場には、ホワイトボード・マイク・卓記号をご用意できます。
食物アレルギー等については早めにご連絡ください。

□入浴
全客室にユニットバスをご用意しております。大浴場はございません。
入浴の際は必ずシャワーカーテンを浴槽内に入れてご使用ください。
熱湯で出ますので温度調節にご注意ください。

□冷蔵庫
ご希望に応じ、中身を抜くことは可能です。(施錠も可能)

□テレビ
一般放送は無料です。(衛星放送あり)
有料チャンネル(カード式)は規制可能です。
カード販売機は規制可能です。

□電話
外線は「0」発信でご利用できます。外線発信規制は可能です。
客室間の通話は「 5+客室番号」。内線発信規制は不可です。
フロントへは「3」番です。
公衆電話は1階に1台ございます。

□モーニングコール
各客室の電話を利用してセットできます。又、フロントにて一斉セットも
可能です。

□自動販売機
各フロアにドリンク自動販売機がございます。(規制も可能)

□エレベーター
定員20名(1,300kg)×4機、南館定員15名(1,000kg )×2機

□階段
使用できません。

□非常階段
2ヶ所です。各客室ドア内側の案内図を必ずご確認願います。

□貴重品保管
客室内には金庫はございません。
フロントにてお預かりいたします。多人数の場合はまとめてお預けください。
当ホテルでは、貴重品袋はご用意しておりません。

□館内放送
非常放送のみとなります。

□マスターキー
お貸し出しはご容赦ください。
ご利用の際は係員が同行いたします。

□売店
ございません。

□宅配便
ヤマト運輸が取り扱っております。(地下1階)
営業時間は午前7時30分～午前11時。
時間、業者のご指定がございましたら、事前にご連絡ください。

□客室アメニティ
バスタオル・フェイスタオル・ハンドタオル・シャンプー・リンス・石鹸
カミソリ・歯ブラシ・綿棒・ドライヤー
不要なものがあればご連絡ください。(灰皿・カミソリの不要等)
パジャマは抜かせていただいております。

□保健室

□館内服装
パブリックスペースでの不適切な服装はご遠慮願います。
スリッパは客室内でのみご使用ください。

ご希望によりお部屋をご用意いたします。(有料)

□ドアネーム
ご容赦願います。

□朝食
少人数の場合… 一般朝食会場にて、和洋のバイキングになります。
　　　　　　　 一般のお客様と一緒になり、食券を発行いたします。
大人数の場合 … 宴会場にて、洋食の卓盛料理となります。
食物アレルギー等については早めにご連絡ください。

□先生ミーティング
会場をご用意いたしますので、お時間とご人数を事前にお知らせください。

□チェックアウト
ルームキーは枚数をご確認の上、まとめてフロントへ ご返却ください。

パン・バター　　デザート　　コーヒー

ベルヴェデーレ
(大宴会場・260名様まで)

ルセルナホール
( 中宴会場・180名様まで)

ベルクホール
(小宴会場・120名様まで)

〈 宴会場フランス料理

ツインルーム
白木 (パイン材)の家具を使用し、明るさ・快適さを追及いたしました。

ツインルーム

デラックスコーナーツイン

角部屋のデラックスタイプ。
落ち着いたマホガニー家具を配し、

名掛けソファーをご用意いたしました。1
ゆったりとくつろげるようにオットマンと


	エーデル修旅パンフデータ表面
	エーデル修旅パンフデータ中面

