
・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

〈 旬彩 〉 海月と鹿の子烏賊酢味噌和え

〈 造里 〉 サーモン　蛸　甘海老

〈 進肴 〉 真鱈雲丹焼き　蟹と湯葉のグラタン

　　　　　　　又は

北海道産牛フィレ肉の炙り焼き 50g（追加料金 ¥2,200）

〈 吸物 〉 酒蒸し帆立貝と野菜飛龍頭

〈 甘味 〉 抹茶アイスクリームの最中　葡萄豆　苺を添えて

〈 食事 〉 五目御飯　自然薯のとろろを添えて　香の物　味噌汁

　　　　　　　又は

握り寿司三貫　巻物二種　味噌汁（追加料金 ¥1,100）

〈 煮物 〉 北海道産”夢の大地”四元豚バラ肉角煮　紫玉葱のピューレ

4,800 JPY～8,100 JPY

Lunch course 

〈  A p p e t i z e r  〉 Jellyfish and squid with vinegared "Miso"

〈 S o u p 〉 Steamed scallop and simmered deep-fried vegetable tofu

〈  " S A S H I M I "  〉 Salmon, octopus, shrimp

〈  M a i n  d i s h  〉 Grilled cod and sea urchin and gratin of crab and soy-milk skin

                              or

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

〈Simmered d ish〉 Simmered Hokkaido pork with red onion puree

〈  R i c e  s e t  〉 Mixed rice served with grated yam, Japanese pickles and "Miso" soup

                              or

Today's "Sushi" and "Miso" soup（Additional charge 1,100 JPY）

〈  D e s s e r t  〉 Wafer of "Matcha" icecream and soybeans served with strawberry  

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
～北海道産 “夢の大地豚”・自然薯～



・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 〉

曹以幽庵焼き　甲烏賊チーズ射込み　蓮根きんぴら

豚肉の八幡巻き

かすべのほほ肉唐揚げ　エリンギ　獅子唐

五目御飯　香の物

〈 二の重 〉

造里二種

海月と鹿の子烏賊酢味噌和え

紅茶鴨スモークサラダ

小鉢二種

¥3,600 3,600 JPY

Bento box

〈  First sect ion 〉

味噌汁

冷甘味　果物

Grilled jacopever with "Yuzu" citrus, squid with cheese

and lotus root cooked in soy sauceand sugar

Grilled pork with vegetables 

Fried skate, king oyster mushroom and sweet pepper 

Mixed rice, Japanese pickles

2 kinds of "Sashimi" 

Jellyfish and squid with vinegared "Miso"

Smoked duck salad

Today's side dish 

"Miso" soup

Cold dessert 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 grilled fish

"Tempra" Cod, shrimp, 3 kinds of vegetables 

2 kinds of "Sashimi"

Today's dish

Steamed egg with monkfish and grilled green onion

Hokkaido rice, Japanese pickles and "Miso" soup

                         or

Seafood bowl with tuna, scallop,salmon,

and "Miso" soup

（Additional charge 1,400 JPY）

¥2,400～¥3,800

本日の焼魚

天婦羅　鱈の香り揚げ　海老　野菜三種

造里二種

本日の小鉢

鮟鱇と焼葱の茶碗蒸し

ゆめぴりか白飯　香の物　味噌汁

　　　　　　　又は

海鮮小丼　 鉢鮪　帆立貝　サーモン　味噌汁（追加料金 ¥1,400）

冷甘味　果物

Cold dessert and fruits

写真はイメージです

旬を楽しむ”彩り御膳”
～冬の味覚～



・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

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


