
Food menu /フードメニュー
◆Western food/洋食
　served with salad and rice or bread/curried rice served with salad
　サラダ・ライスorパン付き/カレーライスはサラダ付き
　・200 gram grilled beef ribulose steak grown in Hokkaido-served with 
　 burned butter Japanese sauce
　 北海道産牛リブロースステーキのグリル焦がしバター和風ソース 200g ￥4，000

　・Beef curry with ribulose grown in Hokkaido and seasonal vegetables-served with fried egg
　 北海道産牛リブロースと旬野菜のビーフカレー フライエッグ添え 2，000

　・Tomato pasta puttanesca with seasonal vegetables and seafood
　 季節の旬野菜と魚介のトマトパスタ プッタネスカ風 1，800

　・Cream pasta with chicken grown in Hokkaido and mushrooms-served with 　 
　 miso-pickled egg yolk
　 北海道産鶏肉と茸のクリームパスタ 味噌漬け卵黄添え 1，800

　・Hamburger stead-served with mushroom cream sauce and steamed vegetables
　 ハンバーグステーキ茸クリームソース　温野菜添え 2，000

　・Kids plate
　 Hamburg steak・fried shrimp・fried potato・spaghetti・bread or rice・juice・sherbet
　 お子様プレート
　 ハンバーグ・エビフライ・ポテトフライ・スパゲティ・パンorライス・ジュース・シャーベット 1，500

◆Japanese food/和食
　・Japanese-style set menu meal
　 Boiled fish grown in Hokkaido・two kinds of sashimi・small dish・salad・pickled vegetables・
　 miso soup・Hokkaido rice
　 和食御膳
　 道産旬魚の煮付け・刺身2種の刺身小鉢・サラダ・漬物・味噌汁・道産米の白飯 ￥2，500

　・Seafood box grown in Hokkaido (crab・salmon・sweet shrimp・salmon roe）small dish・salad・
　 piceled vegetables・miso soup
　 北海海鮮重（蟹・サーモン・甘海老・いくら）小鉢・サラダ・香の物・味噌汁 3，600

　・Hot seafood udon noodles (served with grilled rice balls)
　 北海道産魚介入り鍋焼きうどん　（焼きおにぎり付き） 1，800

　・Hokkai Japanese Western combination box
　 Hokkaido style chicken and vegetable hotpot・boiled seasonal fish grown in Hokkaido・
　 Clam and dried young sardines rice・Hokkaido potato salad served with spicy shrimp
　 北海和洋コンビ弁当
　 鶏肉のチャンチャン焼き・道産季節魚の煮付け・浅利とちりめん御飯
　 北海ポテトサラダとスパイシーシュリンプ 1，600

Food allergies, Food Intolerance,Dietary Requirements and Religious Interest:
We welcome inquiries from guests who wish to know whether any dishes contain particular ingredients.
食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件あるいは宗教上の理由について：
当レストランで提供する料理の原材料については、スタッフへお尋ねください。

Consumption tax and service charge are included. 上記表示価格に消費税 10 ％と サービス料は含まれております。

ルームサービスメニュー
お部屋でおいしい料理を
お召し上がりください。

Room Service Menu
Enjoy a delicious meal in your room.

ルームサービス　 までお申しつけください。４ 5：00pm ～ 8：30pm
Please dial ”　” to place your in-roomdining order.４

裏面もご覧ください
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◆Sparkling wine / スパークリングワイン 
　・Strawberry sparkling Chilean wine 
　  苺のスパークリングワイン チリ産 ￥900
　・Asti Spumante / アスティスプマンテ イタリア産　　1,000
　・CODORNIU CAVA / コドーニュ カヴァ スペイン産　1,200
　・ESPACE / エスパス チリ産  750ml　4,000

◆Soft drink / ソフトドリンク
　・Coca cola / コカ・コーラ ￥600
　・Ginger ale / ジンジャエール 600
　・Oolong tea / ウーロン茶 600
　・Perrier / ペリエ 700
　・Orange juice / オレンジジュース 600
　・Apple juice / アップルジュース 600
　・Coffee (pot) / コーヒー（ポットでお持ちします） 900
　・Tea (pot) / 紅茶（ポットでお持ちします） 900

◆Beer / ビール
　・Asahi fresh beer from a barrel
　  アサヒ樽生ビールサーバー  1,000ml　￥1,500
　・Asahi super dry / アサヒスーパードライ 900
　・Sapporo kuro label / サッポロ黒ラベル 900

◆Non-alcohol beer / ノンアルコールビール
　・Asahi dry zero / アサヒドライゼロ 600

◆Red wine / 赤ワイン
　・JENARD CABERNET SAUVIGNON
　  ジュナール カベルネ フランス産 ￥700
　・TAKUN SELECTION CABERNET SAUVIGNON MERLOT
　  タクンセレクション赤 カベルネ/メルロー チリ産   750ml　3,500

◆White wine / 白ワイン
　・JENARD CHARDONNAY / ジュナール シャルドネ フランス産　￥700
　・TAKUN SELECTION CHARDONNAY SAUVIGNON BLANC
　  タクンセレクション白 シャルドネ/ソービニヨンブラン
　  チリ産  750ml　3,500

◆Champagne / シャンパーニュ
　・Moët & Chandon / モエ エ シャンドン ￥6,800
　・LOUIS ROEDERER BRUT PREMIER
　  ルイロデレール ブリュットプルミエ　 750ml　12,000

Drink menu / ドリンクメニュー

Food menu /フードメニュー

◆Side menu/サイドメニュー
　・Snack set 
　 Green soybeans・sliced duck loin・smoked salmon・salmon jerky
　 dried filleted herring pickled with soysauce・sausage・vegetable chips
　 Drink choice：beer、red/white wine、soft drink
　 おつまみセット
　 枝豆・合鴨ロース・スモークサーモン・ソーセージ・みがき鰊醬油漬・
　 鮭とば・野菜チップ　ワンドリンク付　      　　　
　 （対象ドリンク：ビール、赤白ワイン、ソフトドリンク） ￥1,600
　 生ビールを希望の場合はプラス900円

　・French fries with skin grown in Hokkaido with garlic flavor
　 北海道産ジャガイモの皮付きフライドポテト ガーリック風味 800

　・Grilled rice balls served with picked vegetables and miso soup
　 焼きおにぎりと漬物、味噌汁 1，200

　・Rice in Japanese broth with boiled spiral shellfish and sea kelp
　 つぶ貝と昆布のお茶漬け　香の物 1，400

　・Rice in Japanese broth with dried filleted herring pickled with
　 soysauce and green onions
　 みがき鰊醬油漬けと葱のお茶漬け　香の物 1，400

　・rice / ライス 600
　・bread / パン 600

◆Hors d'oeuvre & salad/オードブル＆サラダ
　・Salad with pickles and dry-cured ham produced 
　 in Hayakita city
　 早来産生ハムとスモークチーズ ピクルスサラダ　   ￥1，500
　・Combination salad with seasonal vegetables and 
　 superfoods-served with red salt, rock salt and perilla oil
　 季節の彩り野菜とスーパーフードのコンビネーションサラダ
　 紅塩岩塩とえごまオイル添え 1，500

◆dessert / デザート
　・Today's dessert / 本日のデザート 800
　・Ice cream / アイスクリーム 500
　・Sherbet / シャーベット 500

ルームサービス　 までお申しつけください。４ 5：00pm ～ 8：30pm
Please dial ”　” to place your in-roomdining order.４


