
・表記料金には消費税とサービス料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。

¥4,800～￥8,100

〈 先付 〉 胡麻豆腐　葡萄豆　黒胡麻のたれ

〈 造里 〉 鰤　金目鯛湯霜　甘海老

〈 焼物 〉 真鱈唐墨焼き　茄子ベーコン巻き　温サラダ　西京仕立てのドレッシング

　　　　　　　又は

北海道産牛フィレ肉炙り焼き（追加料金 ¥2,200）

〈 吸椀 〉 百合根茶巾　椎茸　人参　百合根

〈 甘味 〉 小豆餡求肥包み　林檎のシャーベット

〈 食事 〉 牛そぼろ御飯　香の物　味噌汁

　　　　　　　又は

握り寿司　味噌汁（追加料金 ¥1,100）

〈 蓋物 〉 蟹飛龍頭　ずわい蟹衣揚げ　湯葉餡

4,800 JPY～8,100 JPY

Lunch course 

〈  A p p e t i z e r  〉 Sesame "Tofu" and boiled beans with sesame sauce

〈 S o u p 〉 Soup with edible lily bulb wrapped in soy milk skin, "Shiitake" mushroom and carrot

〈  " S A S H I M I "  〉 Yellowtail, slightly boiled red bream and shrimp

〈 Gr i l l e d  d i s h  〉 Grilled cod with dried mullet roe, eggplant wrapped in bacon, 

and salad with "Miso" flavored dressing

                              or

Grilled Hokkaido beef tenderloin（Additional charge 2,200 JPY）

〈 S i m m e r e d 〉 Fried "Tofu" with crab and some vegetables, and batter-fried snow crab 

with soy milk skin starchy sauce

〈  R i c e  s e t  〉 Rice with seasoned ground beef, Japanese pickles and "Miso" soup

                              or

Today's "Sushi" with "Miso" soup

（Additional charge 1,100 JPY）

〈  D e s s e r t  〉 Red bean paste wrapped in "Mochi" and apple sherbet

写真はイメージです

・The price includes tax and 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.
・Photograph for illustrative purpose only.

昼会席



・The price includes tax and 10% service charge.
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・表記料金には消費税とサービス料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。

〈 一の重 〉

目抜西京焼き　鰰唐揚げ

真鱈と雲子玉寄　旨出汁

鶏の塩麴焼き　もろ味噌ソース

〈 二の重 〉

本日の造里二種

蟹と豆腐のかま天　海老芋　占地茸　湯葉餡

公魚南蛮漬け

牛そぼろ御飯　香の物

¥3,600 3,600 JPY

Bento box

〈  First sect ion 〉

味噌汁

冷甘味　果物

Grilled ocean perch with "Miso", and fried sandfish

Steamed cod and soft cod roe

Grilled chicken with salted rice malt and "Miso" sauce

Today's two kinds of “Sashimi”

Fried and boiled fish paste with crab and "Tofu", taro, "Shimeji" mushroom, 

and soy milk skin starchy sauce

Fried smelt marinated in sweet and spicy vinegar

Rice with seasoned ground beef and Japanese pickles

"Miso" soup

Cold sweet and fruits

〈 Second section 〉

写真はイメージです

季節の二段重



・表記料金には消費税とサービス料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 tax and 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.
・Photograph for illustrative purpose only.

2,400 JPY

Tancho original lunch set

Today's " Sashimi " , grilled fish , etc.

Steamed egg with cod and soft cod roe with soup stock flavored starchy sauce

"Tempura" - smelt, shrimp, broccoli, cauliflower, "Maitake" mushroom

Vegetable salad

Rice with seasoned ground beef, Japanese pickles and "Miso" soup

¥2,400

本日の彩り菜

鱈と雲子玉寄　若芽　椎茸　旨出汁餡

天婦羅　公魚　海老　ブロッコリー　カリフラワ－　舞茸　天出汁

野菜サラダ

牛そぼろ御飯　香の物　味噌汁

冷甘味　果物
Cold sweet and fruits

写真はイメージです

旬を楽しむ ”彩り御膳”
～鱈・雲子～



おすすめドリンク
Recommended Drink

冷し玉露
Ice Green Tea

煎茶よりも苦味成分が少なくお茶本来の甘みと
コクのある味わいをお楽しみください。

￥870

ひやしぎょくろ

￥950

ノンアルコールカクテル
桃

Non-Alcoholic Cocktail Peach

桃の果肉を使用した
ノンアルコールカクテルです。

果肉の食感と、爽やかで瑞々しい味わいを
お楽しみください。

￥1,100

丹頂オリジナルカクテル
Tancho Original Cocktail

柑橘の香りを加え、すっきりとドライに仕上げた
日本酒ベースのカクテルです。

・表記料金には消費税とサービス料10％が含まれております。
・The price includes tax and 10% service charge.
・写真はイメージです。
・Photograph for illustrative purpose only.

￥870オレンジジュース
Orange Juice

グレープフルーツジュース
Grapefruit Juice

ウーロン茶
Oolong Tea

コカコーラ
Coca Cola

ジンジャーエール
Ginger Ale

ペリエ
Perrier

￥870

￥870

￥870

￥870

￥870

ソフトドリンク Soft Drink

生ビール［サッポロクラシック］
Draft Beer  [Sapporo Classic]

ノンアルコールビール ［キリン零ICHI］小瓶 334ml
Non-Alcoholic Beer 

瓶ビール 小瓶334ml［サッポロ、キリン、アサヒ、エビス］
Bottle Beer [Sapporo, Kirin, Asahi, Yebisu]

ビール Beer

￥1,000

￥900

￥870

ワイン Wine
グラス
GLASS

ボトル 
BOTTLE

＜白ワイン＞ White Wine

ベルジェ バロン ボルドー ブラン（ドライ）
Berger Baron Bordeaux Blanc
ハーブのような爽やかな香りと、ほのかなコクが心地よい辛口のワインです。

￥4,600￥850

＜赤ワイン＞ Red Wine

ベルジェ バロン ボルドー ルージュ（ミディアム）
Berger Baron Bordeaux Rouge
カシスなどの黒い果実を連想させる香りと、スパイシーな味わいのボルドーワインです。

￥4,600￥850


