
¥4,200～¥7,200（税込¥4,536～¥7,776）

昼会席

〈 先付 〉 胡桃豆腐　胡麻たれ

〈 造里 〉 鮪　真烏賊雲丹のせ　真鯛

〈 焼物 〉 秋鮭柚子田楽焼き　丸十蜜煮　松茸と舞茸衣揚げ

　　　　　　　又は

北海道産牛フィレ肉炙り焼き（追加料金 ¥2,000（税込¥2,160））

〈 蓋物 〉 秋刀魚つみれ　大根　人参

〈 甘味 〉 胡麻プリンと白玉のパフェスタイル　ほうじ茶のシャーベットを添えて

〈 食事 〉 栗御飯　香の物　味噌汁

　　　　　　　又は

握り寿司　味噌汁（追加料金 ¥1,000（税込¥1,080））

〈 合肴 〉 穴子南蛮漬け

季節の二段重
¥3,300（税込¥3,564）

¥2,200（税込¥2,376）
彩り御膳

・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

〈 一の重 〉

季節の野菜と炙り牛肉のサラダ仕立て

　胡麻風味のドレッシング

海老刻み湯葉揚げ　椎茸　エリンギ

焼き魚二種　丸十蜜煮

小鉢

〈 二の重 〉

本日の造り二種 

雪の下茸と魚介の煮凝り

茄子揚げ浸し　菊花の餡

栗御飯

味噌汁　　香の物

ほうじ茶シャーベット　小豆餡　果物

本日の彩り旬彩

天婦羅　海老　野菜三種

汲み湯葉と茸の玉寄せ　菊花の餡

御飯　香の物

味噌汁

甘味物盛り合わせ　

・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

・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.

・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

¥4,200～¥7,200（税込¥4,536～¥7,776）

昼会席

〈 先付 〉 胡桃豆腐　胡麻たれ

〈 造里 〉 鮪　真烏賊雲丹のせ　真鯛

〈 焼物 〉 秋鮭柚子田楽焼き　丸十蜜煮　松茸と舞茸衣揚げ

　　　　　　　又は

北海道産牛フィレ肉炙り焼き（追加料金 ¥2,000（税込¥2,160））

〈 蓋物 〉 秋刀魚つみれ　大根　人参

〈 甘味 〉 胡麻プリンと白玉のパフェスタイル　ほうじ茶のシャーベットを添えて

〈 食事 〉 栗御飯　香の物　味噌汁

　　　　　　　又は

握り寿司　味噌汁（追加料金 ¥1,000（税込¥1,080））

〈 合肴 〉 穴子南蛮漬け

4,200 JPY～7,200 JPY（4,536 JPY～7,776 JPY includes tax）

Lunch course 

〈  A p p e t i z e r  〉 Walnut "tofu" dressed with sesami sauce

〈 “SASH IM I” 〉 Tuna, squid with sea urchin and red sea bream

〈 Simmered  dish 〉 Simmered pacific saury dumpling ,"daikon" radish and carrot

〈 G r i l l e d  d i s h  〉 Grilled salmon with "yuzu" citrus flavor  "miso" paste ,simmered sweet potato, 

fried "matsutake" mushroom and "maitake" mushroom

                              or

Grilled Hokkaido beef tenderloin（Additional charge 2,000 JPY（2,160 JPY includes tax））

〈 Vinegered dish〉 Vinegared deep-fried conger eel

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

                              or

Today's "sushi"(3-pieces), rolled "sushi" (2-pieces)　and "miso" soup

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

〈  D e s s e r t  〉 Sesami pudding and rice-flour dumpling parfait with roasted tea sherbet



・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

〈 一の重 〉

季節の野菜と炙り牛肉のサラダ仕立て　胡麻風味のドレッシング

海老刻み湯葉揚げ　椎茸　エリンギ

焼き魚二種　丸十蜜煮

小鉢

季節の二段重

〈 二の重 〉

本日の造り二種 

雪の下茸と魚介の煮凝り

茄子揚げ浸し　菊花の餡

栗御飯

¥3,300（税込¥3,564） 3,300 JPY（3,564 JPY includes tax）

Bento box

〈  First sect ion 〉

味噌汁　　香の物

ほうじ茶シャーベット　小豆餡　果物

Seasonal vegetables and grilled beef salad with sesami dressing

Deep-fried shrimp with soy milk skin , "shiitake" mushroom and king oyster mushroom

2 kinds of  grilled fish and simmered sweet potato

Today's 2 kinds of "sashimi"

Jellied "yukinoshita" mushroom and seafood broth

Deep-fried eggplant with chrysanthemum starchy sauce

Cooked rice with chestnuts

 "Miso" soup and Japanese pickles

Roasted tea sherbet with sweet bean paste and fruit

〈 Second section 〉



・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. items change based on availability on the market.

2,200 JPY（2,376 JPY includes tax）
Tancho original lunch set

Seasonal appetizers

Deep-fried shrimp and vegetables

Egg custard with soy milk skin and mushroom with chrysanthemum starchy sauce

Rice and Japanese pickles 

 "Miso" soup

¥2,200（税込¥2,376）
彩り御膳

本日の彩り旬彩

天婦羅　海老　野菜三種

汲み湯葉と茸の玉寄せ　菊花の餡

御飯　香の物

味噌汁

甘味物盛り合わせ　 Assorted dessert


