
BEVARAGE

SOFT DRINK ソフトドリンク
Cola, Sprite, Grapes soda,
Lemon soda, Orange juice, Calpis,  
Oolong tea, Soy milk
コーラ ・スプライト 
山ぶどうソーダ ・レモンソーダ ・
オレンジジュース ・カルピス ・
ウーロン ・豆乳

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, Japanese

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 ・ 
ほうじ茶

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 \5,940
おとな
Primary school children \3,564　
小学
Infant        \0
幼児 ( 未就学児 ) 
Available with Dinner ticket.
夕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

Steamed chicken ramen 
salad with chinese yam
留寿都産長いもと
蒸し鶏のラーメンサラダ

“Go local” Rusutsu food  
chinese style of the day
留寿都食材をつかった一品

Rusutsu Mr. Shimizu tofu 
miso stew
ルスツ清水豆腐の味噌煮込み

Chinese dish of the day
中華料理　本日のおすすめ

Chinese soup with fried noodles
五目あんかけ焼きそば

Chinese soup of the day
本日の中華スープ

Chinese appetizer of the day
中華前菜

Grilled turkey burger
ターキーハンバーガー

Stew hamburger or gratin
煮込みハンバーグ
またはグラタン

French fries
北あかりのフライドポテト

Potato frank
ポテトフランク

Gratin scallop and avocado 
mustard mayonnaise 
ホタテとアボカドの
マスタードマヨネーズ

Hokkaido octopus carpaccio 
or salmon carpaccio
北海道産蛸のカルパッチョ
またはサーモンのカルパッチョ

Sautéed shrimp with lemon
海老のソテー レモンの香り

Pumpkin with walnut curry 
seasoning
カボチャと胡麻のカレー風

Salmon saute blueberry sauce 
with walnut
サーモンソテー　
ブルーベリーソースクルミ添え

Grilled white fish
白身魚のグリル

Hokkaido specialty dishes 
Genghis Khan 
北海道名物料理ジンギスカン

Today's special
本日の肉料理

Ezo venison steak Hokkaido 
haskap sauce
エゾ鹿肉ステーキ 北海道産
ハスカップソース

Grilled turkey breast with 
honey and chili sauce
ターキー胸肉のグリル
ハチミツとチリソース

Sashimi
刺身

Salmon row boiled snow crab
ズワイガニ

Liberty bowl of seafood
新鮮魚介の勝手丼

Seared salmon or tuna
サーモンのたたき　又は　
マグロのたたき

Crab miso soup
鉄砲汁

（羊蹄山野菜と北海道産カニ）

Rice （Nanatsuboshi）
白飯（北海道 蘭越町産

「ななつぼし」使用）

Kimchi pickles
お漬物・キムチ

Green curry with seasonal 
vegetables from Mt Yotei
羊蹄山麓の野菜たっぷりグ
リーンスープカレー

Pasta of the day
本日のパスタ料理

Soup of the day
本日の北海道スープ

PRICE

Cheese grilled asparagus
アスパラのチーズ焼き
Asparagus soup
アスパラのスープ
Spring trout fry
春鱒のフライ

Shabu-shabu with
しゃぶしゃぶ
 ・Rusutsu kogen pork
 ルスツ高原ポークロース
 ・Snow crab ズワイガニ
 ・Lamb ラム肉

Soft serve ice-cream
北海道牛乳のソフトクリーム

Hotel made cakes
ホテルメイドケーキ

Fruits
果物各種

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                 
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