
BEVARAGE
JUICE ジュース
Orange juice, Tomato juice
Apple juice, Cranberry juice

オレンジジュース、トマトジュース
アップルジュース、
クランベリージュース

COFFEE カフェメニュー
Coffee, American, Cafe au lait, 
Espresso, Cafe latte,
Decaffeinated coffee, Hot Chocolate
コーヒー ・アメリカン 
カフェオレ ・エスプレッソ
カフェラテ ・ノンカフェインコーヒー ・
ホットチョコレート

TEA 紅茶
Darjeeling, Earl grey,
Chamomile, Jasmine, English,
Green
ダージリン ・アールグレイ 
カモミール ・ジャスミン
イングリッシュ ・緑茶

Menu and ingredients are subject to change. 内容は一部変更させていただく場合がございます。ご了承下さいませ。 | Images are for reference only. 画像はイメージです　

Adults \2,970
おとな
Primary school children \1,782　
小学
Infant        \0
幼児 ( 未就学児 ) 
Available with Breakfast ticket.
朝食券にてご利用頂けます。
Included tax and service charge.(10%)
税金・サービス料 (10％) 込

JAPANESE

Rusutsu village Mr.Shimizu’s 
Cool tofu or Simmered tofu
留寿都村清水豆腐店の
冷ややっこ、または湯豆腐

Shrimp and thick fried Tofu
小海老と留寿都村清水豆腐店
厚揚げ

Grilled fish
(Salmon, herring, mackerel, 
shishamo)
焼き魚

（鮭、ニシン、サバ、シシャモ）

Miso soup or Rusutsu Kogen 
pork miso soup
味噌汁またはルスツポーク
の豚汁

Soup of the day
日替りスープ

One day delicacy
日替り惣菜

Kimchi Cod roe or salmon roe
たらこ又はすじこ

Salted squid or 
Matsumaezuke
烏賊塩辛又は松前漬け

Pickles / Kimchi
お漬物・キムチ

Natto · Nori with seasoning · 
Plums
納豆・味付き海苔・梅干

Rice(Nanatsuboshi)
白飯（北海道 蘭越町産

「ななつぼし」使用）

Porridge

Marinated honey with 
tomato and onion
トマトと玉ねぎの
ハチミツマリネ

Smoked salmon with 
silk tofu and avocado
スモークサーモンと絹ごし
豆腐、アボカド添え

Sautéed broccoli or 
asparagus garlic
ブロッコリ又はアスパラの
ガーリックソテー

Silk tofu with blueberry 
sauce
絹ごし豆腐の
ブルーベリーソース

White egg omelette
卵白のホワイトオムレツ

Jumbo omelets or
scrambled eggs
ジャンボオムレツ又は
スクランブルエッグ

Stir-fried oyster with asparagus 
and Rusutsu kogen pork
アスパラとルスツ高原ポーク
のオイスター炒め

Sauteed pumpkin and 
asparagus with tomato olive 
oil 
かぼちゃとアスパラ、トマトの
オリーブオイルソテー 

Grilled Pork and chicken 
sausage
ポークとチキンの
グリルウィンナーソーセージ

WESTERN WESTERN

Boil sausage
ボイルウィンナーソーセージ

Grilled ham or thick slice 
bacon
ハムまたは厚切りベーコンの
グリル

Ham & cheese
ハム・チーズ

Steamed local potato with 
Hokkaido butter
羊蹄山麓の蒸しじゃが芋
北海道産バター添え

Steamed vegetables
温野菜

Pancake
パンケーキ

Cereal
シリアル

Pancake
パンケーキ

Oatmeal with walnut, 
banana and dried fruits
オートミール

（クルミ、バナナ、ドライフ
ルーツ）

PRICE

A selection of Hokkaido 
vegetable 
 ・Sunny lettuce, leaf lettuce,
 mini tomato, cucumber, 
 mizuna, seaweed, onion, 
 carrot, cabbage and others
 ・サニーレタス・リーフレタス・
 ミニトマト・胡瓜・水菜・海藻・  
 オニオン・ニンジン・ キャベツ・他 
 ・Fruit
 フルーツ各種      
 ・Yogurt

SALAD BAR

JUICE BAR

A selection of  freshly
made juice and smooties

 ・Fresh orange juice
 フレッシュオレンジジュース
 ・Fresh juice of the day
 本日のフレッシュジュース         
 ・Smoothie of the day
 本日のスムジー       

FROM THE BAKERY

A selection of hotel made 
breakfast pastries using Hokkaido 
fluor.

 ・Buns, bread or croissant, 
 melon pan, danish,
 mini muffin, baguette
 ・ロールパン・食パン・
 クロワッサン・メロンパン・
 デニシュ・ミニマフィン・
 バケット

BREAKFAST BUFFET
Hours 6 :30  -  10 :00


