
 

 ベジタリアンのお客様むきお料理    豚肉を含んだお料理  

Recommended to vegetarian customers  using pork meat dishes   
  

上記の料金には税金とサービス料 10％が含まれております。  All prices are in Japanese Yen, / including Tax and 10%service charge in your bill. Prices include applicable government tax. 
当ホテルで提供しているお米の産地につきましては、係りの者にお尋ねください。/ お食事制限やアレルギーなどがございましたらスタッフにお申し付けください。 

Please ask our staff for the origin of our rice we serve in the hotel. / Please advise us of any dietary requirements or food allergies that you may have.  

LUNCH  MENU 11:00-15:00  

スーパーフードメニュー 

SUPERFOODS 
トマトと絹ごし豆腐のカプレーゼ  ¥1,400  

Tomato and Tofu Caprese 

北海道産サーモンソテー ブルーベリーソース ホウレン草添え 

Salmon sautéed from Hokkaido Blueberry sauce with spinach ¥2,000 

海老のソテー アボカドとトマト  ¥1,800  

Sauteed shrimp Avocado and tomato   

スモークサーモンとアボカド オニオン添え  ¥1,300 

Smoked salmon with herbs and vegetables 

トマトとアスパラ モッツァレラチーズのサラダ  ¥1,400 

Salad with tomato and asparago mozzarella cheese 

パンプキンスープ ターキーとパンプキンシード  ¥1,100 

Pumpkin soup with smoked chicken and herbs 

マグロのたたき 枝豆のデップ  ¥1,800 

Tuna Tartar with Edamame beans depp 

豆乳とバナナ ブルーベリーのスムージー  ¥900 

Soy milk and banana blueberry smoothie 

 

ランチセットメニュー  （ 11:00-14:30 ） 

LUNCH SET MENU 
シェフおすすめランチ  CHEF RECOMMENDED LUNCH ¥1,700  

スープ・サラダ  Soup / Salad             

本日のおすすめ料理  Chef's Speciality 

コーヒー又は紅茶  Coffee or Tea 

 

中華ランチ  CHINESE LUNCH ¥2,200  

スープ・サラダ  Soup / Salad 

本日の魚料理・肉料理（各 1品）Fish of the day ＆ Meat Of the day 

コーヒー又は紅茶  Coffee or Tea 

 

キッズランチ  KIDS SET  ¥1,600  

オレンジジュース・かぼちゃのスープ Orange juice / Pumpkin soup 

ターキーグリルとチーズサンドウィッチ 

Turkey grill and cheese sandwich 

チキンコブサラダ・スライスフルーツ・フルーツヨーグルト 

Chicken cobs salad / Slice fruit / Fruit yogurt 

 

 

魚料理  FISH DISH 

フィッシュ＆チップス  Fish and Chips  ¥2,300 

白身魚のフライとフレンチフライ タルタルソース モルトビネガーとレモン添え 

Fish finger and French fries with Tartar Sauce Malt Vinegar and Lemon 

北海道産魚介と地元野菜のナージュ  ¥2,900 
（調理に 25分ほどお時間を頂きます） 

 

（About 25 minutes to cook） 

豊浦産鱒のムニエル ブルノアソース ホウレン草 レモン添え ¥1,700 
Toyoura  Trout Muniel, Bournunase sauce, with Spinach and Lemmon. 

肉料理  MAIN COURSES 
ルスツ高原ポークチーズ焼き シャスールソース  ¥2,500  

Rusutsu  pork saute with cheese, Chasseur sauce 

知床鶏胸肉のグリルとルッコラ 味噌ビネグレットソース ¥2,300 
（調理に 25分ほどお時間を頂きます） 

Grilled Shiretoko  chicken breast and Rucola, Miso  vinaigrette sauce 

（About 25 minutes to cook） 

北海道知床黒毛和牛サーロインステーキ（150ｇ）赤ワインソース 

（調理に 25分ほどお時間を頂きます）            ¥7,700 

Hokkaido Japanese beef sirloin steak (180g) red wine sauce 

（About 25 minutes to cook） 

 

スープ ・ サラダ ・ サイドディッシュ 

SOUP ・ SALAD ・ SIDE DISH 

野菜いっぱいミネストローネ メルバトースト添え  ¥1,100  

Vegetable Minestrone with Melba toast 

シーザーサラダ  Caesar salad  ¥1,300 

グリーンサラダ  Green salad  ¥1,100  

フライドポテト インカのめざめ  ¥700 

 

ライス  Rice  ¥300 

パン（2個）  2 Breads  ¥300 

北海道産小麦“ハルユタカ”を使ったブレッド 

With house-  

 

 

パスタ  PASTA 

シーフードスパゲッティ トマトソース  ¥1,900  

Seafood tomato spaghetti 

季節の野菜ときの子のペペロンチーノスパゲッティ  ¥1,700  

Peperoncino of vegetables with mushroom 

本日のパスタ  pasta of the day  ¥1,700  

スペシャリティー  SPECIALITY 

ルスツ産長いもと山菜そば  ¥1,000  

Back-Wheat Soba Noudle with Wild Vegetables 

とろとろ卵のオムライス  ¥1,400  

Stir-Fried Tomato Rice with Omelette, Demi-Glace Sauce 

ルスツ高原ポークカレー サラダ付き  ¥1,600  

-  with Salad 

ビーフカレー サラダ付き  ¥1,600  

Beef Curry with Salad 

五目あんかけ焼そば スープ付き  ¥1,500  

Stir-fried Noodles with Lightly Braised Vegetables 

札幌黄玉ねぎ麺のラーメン （味噌・正油）  ¥1,100  

Ramen (Miso / Soy Sauce) 

サンドウィッチ  SANDWICH 

クラブハウスサンドウィッチ フレンチフライ添え  ¥2,000 

Club House Sandwich with French Fries 

野菜サンドウィッチ 野菜とアボカド フレンチフライ添え  ¥1,400  

Vegetable Sandwich Vegetables and Avocado with French Fries 

本日のスーパーフードサンドウィッチ フレンチフライ添え  ¥1,700 

Super food Sandwich of the day with French Fries 

ビーフバーガー  Beef Burger  ¥2,500 

ビーフのグリル・チェダーチーズ・フレンチフライ添え 

Grilled Beef, Cheddar Cheese, French Fries 


