
・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

〈 食前酒 〉 フルーツ甘酒　若桃

〈 造里 〉 桜鯛カルパッチョ仕立て

〈 焼物 〉 知床どりモモ肉塩焼き　蕪　タラの芽　照り焼きソース

　　　　　　　又は

北海道産牛フィレ肉炙り焼き（追加料金 ¥2,200）

〈 旬彩 〉 しらすとクレソンサラダ　筍　アボカド　烏賊　トマト

〈 甘味 〉 桜のケーキ　果物　ピスタチオ

〈 食事 〉 桜海老炊き込み御飯　春告魚（鰊）蕎麦　香の物

　　　　　　　又は

握り寿司　味噌汁（追加料金 ¥1,100）

〈 蒸物 〉 鰆若竹蒸し　若芽　筍　ズワイ蟹　卵白寄せ

4,800 JPY～8,100 JPY

Lunch course 

〈  A p e r i t i f  〉 Fruits flavored sweet "Sake" with peach

〈 A p p e t i z e r 〉 Whitebait and watercress salad with bamboo shoots, avocado, squid and tomato

〈  " S A S H I M I "  〉 Seabream carpaccio style

〈  M a i n  d i s h  〉 Grilled "Hokkaido" chicken, turnip and fatsia sprout with "Teriyaki" sauce

                              or

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

〈Simmered d ish〉 Steamed spanish mackerel, seaweed, bamboo shoot and snow crab

〈  R i c e  s e t  〉 Seasoned rice with shrimp, "Soba" noodles with herring, and Japanese pickles

                              or

Today's "Sushi" and "Miso" soup

（Additional charge 1,100 JPY）

〈  D e s s e r t  〉 Cherry blossom cake and fruits with pistachio

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
～桜鯛・鰆～



・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.

・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 〉

本日の焼き魚　鴨ロースト　海老つみれ　きゃら蕗 　

豚角煮　大根　蒸し芋

桜海老炊き込み俵御飯　海鮮中巻き　甘酢生姜

〈 二の重 〉

造里二種

鰈唐揚げ　筍　タラの芽　 舞茸

烏賊　蟹奉書巻き　胡瓜　若芽　酢味噌仕立て

丘ひじきゼリー寄せ　錦玉子　花びら百合根　

¥3,600 3,600 JPY

Bento box

〈  First sect ion 〉

味噌汁

冷甘味　果物

Today's grilled fish, roast duck, minced shrimp ball and soysauce flavored butterbur

Soy braised pork served with radish, steamed potato

Seasoned rice ball with shrimp and seafood roll

2 kind of "Sashimi"

Deep fried flounder, bamboo shoot, fatsia sprouts and "Maitake" mushroom

Squid, crab rolled up in sliced radish, cucumber and seaweed dressed with vinegar "Miso"

Jellied edible wild plant, boiled egg and lily bulb

"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～3,800 JPY

Tancho original lunch set

Today's side dish

2 kind of "Sashimi"

Steamed egg with clams

Today's dish

Seasoned rice with shrimp and "Miso" soup with Japanese pickles

                         or

Seafood bowl scallop shrimp salmon roe and "Miso" soup

（Additional charge 1,400 JPY）

¥2,400～¥3,800

天婦羅　海老かき揚げ　ハゼ　タラの芽　舞茸

春告魚（鰊）塩麹焼き　烏賊黄味焼き

造里二種

浅蜊貝の茶碗蒸し

本日の小鉢

桜海老炊き込みご飯　味噌汁　香の物

　　　　　　　又は

海鮮小丼　帆立貝　甘海老　いくら　味噌汁（追加料金 ¥1,400）

冷甘味　果物
Cold sweet and fruits

写真はイメージです

彩り御膳
～春の味覚～



・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

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

￥1,100

今月の果実酒
～ナイアガラ～

This month Fruits Wine
～Niagara～

ワインで馴染み深い、余市産のナイアガラを使用した果実酒。
程よい甘さと、ナイアガラ特有の心地よい酸味と、芳醇な香りが調和したお酒です。

水割り、ソーダ割、ロックにてお楽しみください。


