
¥12,000（税込¥12,960）

おもてなし蝦夷会席

〈 旬彩 〉 蟹味噌豆腐　蟹身　椎茸甘露煮と海老白和え　叩き胡麻

〈 蓋物 〉 帆立貝の飛龍頭　紅葉麩　雪の下茸の餡

〈 焼皿 〉 落ち葉拾い　　

銀聖と茄子の挟み焼き田楽仕立て　北海道産牛フィレ肉と松茸のフライ　

いくら卸し　北あかり　南瓜　ペコロス　落ち葉人参　汐吹き昆布

〈 甘味 〉 ほうじ茶プリン　コーヒー風味の羊羹求肥包み　果物

〈 食事 〉 握り寿司　秋刀魚　真烏賊　甘海老

赤出汁

〈 吸椀 〉 松茸と北海道産鶏肉の土瓶蒸し　穴子　浅利貝　銀杏

〈 造里 〉 牡丹海老　そい竹紙昆布巻　日高産つぶ貝

¥9,500（税込¥10,260）
丹頂特別会席

¥6,500～¥9,500（税込¥7,020～¥10,260）
丹頂会席

¥4,815（税込¥5,200）
なごみ御膳

・表記料金にはサービス料10%が含まれております
・当店で使用しているお米は全て北海道産です
・仕入れ状況によりメニューに変更がある場合がございます
・写真はイメージです

・写真はイメージです

・写真はイメージです

・写真はイメージです

北海道産牛フィレ肉と握り寿司を

ご用意した特別会席です。

＜旬彩＞＜吸椀＞＜造里＞＜蓋物＞

＜焼物＞＜寿司＞＜甘味＞

　　　　　　全7品

お選びいただく内容によって金額が異なります。

＜旬彩＞＜吸椀＞＜造里＞＜蓋物＞

＜焼物＞＜食事＞＜甘味＞

　　　　　　全7品

季節の一皿や握り寿司を盛り込んだ

お気軽にお楽しみいただける御膳料理です。



・表記料金にはサービス料10%が含まれております
・当店で使用しているお米は全て北海道産です
・仕入れ状況によりメニューに変更がある場合がございます
・写真はイメージです

・The price includes 10% service charge. 
・All the rice using in our restaurant is from Hokkaido.
・Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
・Phot by image.

¥12,000（税込¥12,960）
おもてなし蝦夷会席

〈 旬彩 〉 蟹味噌豆腐　蟹身　椎茸甘露煮と海老白和え　叩き胡麻

〈 蓋物 〉 帆立貝の飛龍頭　紅葉麩　雪の下茸の餡

〈 焼皿 〉 落ち葉拾い　　

銀聖と茄子の挟み焼き田楽仕立て　北海道産牛フィレ肉と松茸のフライ　

いくら卸し　北あかり　南瓜　ペコロス　落ち葉人参　汐吹き昆布

〈 甘味 〉 ほうじ茶プリン　コーヒー風味の羊羹求肥包み　果物

〈 食事 〉 握り寿司　秋刀魚　真烏賊　甘海老

赤出汁

〈 吸椀 〉 松茸と北海道産鶏肉の土瓶蒸し　穴子　浅利貝　銀杏

〈 造里 〉 牡丹海老　そい竹紙昆布巻　日高産つぶ貝

12,000 JPY（12,960 JPY includes tax）
“EZO” course 

〈  A p p e t i z e r  〉 Crab innards "tofu" with crab, simmered "shiitake "mushroom 

and shrimp dressed with "tofu" paste and sesami

〈  S o u p  〉“ Matsutake ” mushroom and  Hokkaido chicken soup 

steamed in an earthen teapot .(conger eel , Japanese little neck and ginko nut)

〈 Simmered dish 〉 Deep-fried scallop and vegetables dumpling

with "yukinoshita" mushroom starchy sauce

〈 S U S H I 〉 "SUSHI"  Pacific saury , squid , northern shrimp and brown "miso" soup

〈  D e s s e r t  〉 Roasted tea pudding ,

coffee  flavored sweet beans jelly  wrapped in like rice cake and fruit

〈 G r i l l e d  d i s h  〉 Grilled "Ginsei" salmon and egg plant with "miso" paste,

fried Hokkaido beef tenderloin and "matsutake" mushroom , salmon roe 

with grated "daikon"radish , potato , pumpkin , small onion , carrot and salt kelp

〈 “SASH IM I” 〉 "Botan" shrimp , rockfish wrapped in kelp, Hokkaido whelk



¥9,500（税込¥10,260）
丹頂特別会席

〈 旬彩 〉 蟹味噌豆腐　蟹身

〈 蓋物 〉 帆立貝の飛龍頭　紅葉麩　雪の下茸の餡

〈 焼物 〉 北海道産牛フィレ肉の炙り焼き

〈 甘味 〉 ほうじ茶プリン　果物

〈 食事 〉 握り寿司　赤出汁

〈 吸椀 〉 穴子胡麻揚げ利休仕立て　松茸　銀杏

〈 造里 〉 本鮪　真鯛　甘海老

9,500 JPY（10,260 JPY includes tax）
“TANCHO”special course

〈  A m u s e  〉 Crab innards "tofu" with crab

〈 “SASH IM I” 〉 Tuna , red sea bream and northern shrimp

〈 Gr i l l e d  d i s h  〉  Grilled Hokkaido beef tenderloin 

〈  R i c e  s e t  〉 3-pieces of "SUSHI" and brown “miso” soup

〈  D e s s e r t  〉 Roasted tea pudding and fruits

〈  S o u p  〉 Sesami flavor soup  with sesami coating deep-fried conger eel ,

"matsutake" mushroom and ginko nut

〈  Simmered dish 〉 Deep-fried scallop and vegetables dumpling 

with "yukinoshita" mushroom starchy sauce

・表記料金にはサービス料10%が含まれております
・当店で使用しているお米は全て北海道産です
・仕入れ状況によりメニューに変更がある場合がございます

・The price includes 10% service charge. 
・All the rice using in our restaurant is from Hokkaido.
・Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.



・表記料金にはサービス料10%が含まれております
・当店で使用しているお米は全て北海道産です
・仕入れ状況によりメニューに変更がある場合がございます

・The price includes 10% service charge. 
・All the rice using in our restaurant is from Hokkaido.
・Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.

¥6,500～¥9,500（税込¥7,020～¥10,260）
丹頂会席

〈 旬彩 〉 蟹味噌豆腐　蟹身

〈 蓋物 〉 帆立貝の飛龍頭　紅葉麩　雪の下茸の餡

〈 焼物 〉 甘鯛トリュフの香りの雲丹焼き　焼き野菜の浸し　いくら卸し

　　　又は

北海道産牛フィレ肉の炙り焼き（追加料金 ¥2,000（税込¥2,160））

〈 甘味 〉 ほうじ茶プリン　果物

〈 食事 〉 松茸御飯　香の物　赤出汁

　　　又は

握り寿司　赤出汁（追加料金 ¥1,000（税込¥1,080））

〈 吸椀 〉 穴子胡麻揚げ利休仕立て　松茸　銀杏

〈 造里 〉 本鮪　真鯛　甘海老

6,500 JPY～9,500 JPY（7,020 JPY～10,260 JPY includes tax）

“TANCHO”course

〈  A m u s e  〉 Crab innards "tofu" with crab

〈 “SASH IM I” 〉 Tuna , red sea bream and northern shrimp

〈 Gr i l l e d  d i s h  〉 Truffle flavored grilled tilefish with sea urchin ,

grilled vegetables with bonito stock  and salmon roe with grated "daikon" radish

                                       or    

Grilled Hokkaido beef tenderloin 

（Additional charge 2,000 JPY（2,160 JPY includes tax））

〈  R i c e  s e t  〉 Cooked rice with "matsutake" mushroom , Japanese pickles and  brown "miso" soup

                   or

3-pieces of "SUSHI" and brown “miso” soup

（Additional charge 1,000 JPY（1,080 JPY includes tax））

〈  D e s s e r t  〉 Roasted tea pudding and fruits

〈  S o u p  〉 Sesami flavor soup  with sesami coating deep-fried conger eel ,

"matsutake" mushroom and ginko nut

〈  Simmered dish 〉 Deep-fried scallop and vegetables dumpling 

with "yukinoshita" mushroom starchy sauce



・The price includes 10% service charge. 
・All the rice using in our restaurant is from Hokkaido.
・Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
・Phot by image.

・表記料金にはサービス料10%が含まれております
・当店で使用しているお米は全て北海道産です
・仕入れ状況によりメニューに変更がある場合がございます
・写真はイメージです

¥4,815（税込¥5,200）
なごみ御膳

本日の一品

汲み湯葉と穴子から揚げ　鼈甲餡

冷甘味　果物

握り寿司　本鮪　帆立貝　いくら　海鮮巻き　甘酢生姜　

赤出汁

秋鮭柚子田楽焼き　蒸し鮑バター風味磯焼き　柳葉魚と椎茸天婦羅

4,815 JPY（5,200 JPY includes tax）

"NAGOMI" set 

Deep-fried soy milk skin and conger eel with soy starchy sauce

Grilled salmon with "yuzu" citrus flavored  "miso" paste , 

butter flavored steamed abalone , deep-fried smelt and "shiitake "mushroom 

“SUSHI” Tuna , scallop , salmon roe , rolled sea food , vinegared ginger

Brown "miso" soup

Dessert and fruit

Today’s cold dish



・表記料金にはサービス料10%が含まれております
・当店で使用しているお米は全て北海道産です
・仕入れ状況によりメニューに変更がある場合がございます

・The price includes 10% service charge. 
・All the rice using in our restaurant is from Hokkaido.
・Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.

Appetizer
一品

湯葉と野菜サラダ
Soy milk skin and vegetables salad

¥840
（税込¥907）

秋刀魚南蛮漬け
Vinegared pacific saury

¥800
（税込¥864）

季節の茸と海老の白和え
Simmered seasonal mushrooms

and shrimp dressed with "tofu" paste and sesami

¥750
（税込¥810）

胡桃豆腐
Walnut "tofu"

¥650
（税込¥702）

烏賊の塩辛
Salt and fermented squid

¥650
（税込¥702）

SASHIMI
造里

造里五種盛り合わせ
Assorted 5 kinds of “SASHIMI”

¥3,600
（税込¥3,888）

造里三種盛り合わせ
Assorted 3 kinds of “SASHIMI”

¥2,600
（税込¥2,808）

牡丹海老
“Botan” shrimp

¥2,400
（税込¥2,592）

本鮪
Tuna

¥2,100
（税込¥2,268）

帆立貝
Scallop

¥1,400
（税込¥1,512）



・表記料金にはサービス料10%が含まれております
・当店で使用しているお米は全て北海道産です
・仕入れ状況によりメニューに変更がある場合がございます

・The price includes 10% service charge. 
・All the rice using in our restaurant is from Hokkaido.
・Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.

Grilled dish
焼物

北海道産牛フィレ肉炙り焼き
Grilled Hokkaido beef tenderloin

¥3,500
（税込¥3,780）

銀聖と茄子挟み焼き
Grilled "Ginsei" salmon and eggplant

with "miso" paste

¥1,200
（税込¥1,296）

焼きたらば蟹
Grilled king crab

¥4,200
（税込¥4,536）

Simmered dish
煮物

蒸物

帆立貝の飛龍頭と野菜の炊き合わせ
雪の下茸の餡

Deep-fried scallop and vegetables dumpling 
and vegetables with "yukinoshita" mushroom 

starchy sauce

¥1,000
（税込¥1,080）

松茸と北海道産牛肉の一口陶板すき鍋
Simmered "matsutake" mushroom and 
Hokkaido beef "sukiyaki" style

¥3,500
（税込¥3,780）

野菜の天婦羅
Vegetables “tempura”

¥1,400
（税込¥1,512）

松茸天婦羅
"Matsutake" mushroom "tempura"

¥2,800
（税込¥3,024）

Deep-fried dish
揚物

松茸と北海道産鶏肉の土瓶蒸し
酢橘

“ Matsutake ” mushroom 
and  Hokkaido chicken soup 
steamed in an earthen teapot

¥2,000
（税込¥2,160）

牡丹海老の天婦羅
“Botan” shrimp “tempura”

¥2,400
（税込¥2,592）

Steamed dish



・表記料金にはサービス料10%が含まれております
・当店で使用しているお米は全て北海道産です
・仕入れ状況によりメニューに変更がある場合がございます

・The price includes 10% service charge. 
・All the rice using in our restaurant is from Hokkaido.
・Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.

Rice set
食事

松茸御飯　香の物　赤出汁
Cooked rice with "matsutake" mushroom,
Japanese pickles and brown "miso" soup

¥1,800
（税込¥1,944）

海鮮三種小丼（鮪 帆立貝 いくら）
香の物　赤出汁
Seafood bowl set

（Tuna,scallop and salmon roe）
Japanese pickles and dark brown “miso” soup

¥2,100
（税込¥2,268）

香の物盛り合わせ
Assorted Japanese pickles

¥700
（税込¥756）

Dessert
甘味

ほうじ茶シャーベット
Roasted tea sherbet

¥650
（税込¥702）

フルーツ盛り合わせ
 Assorted fruits

¥1,300
（税込¥1,404）


