オードブル
Antipasto

Hors d'oeuvre

Ｔｕｒａ特製スモークサーモン 赤たまねぎのヴィネグレット
Hotel made smoked salmon with red onion vinaigrette

1200yen

北海真ダコとキタアカリのサラダ ジェノベーゼソース
Northern Sea Octopus salad with potato Genovese sauce

1500yen

道産ニシンのレモン風味マリネ サラダ添え
Hokkaido Herring marinated in lemon with salad

1500yen

野菜のマリネ いろいろ盛り合わせ
Assorted Marinated vegetables with salad
かつおのタタキサラダ

1500yen

おろし玉葱のソース

Marinated Bonito fish Onion vinaigrette sauce with salad

1800yen

パルマ産生ハムのシーザースサラダ
Caesar salad with Italian Prosciutto ham

1800yen

北海真つぶのブルゴーニュ風グラタン仕立て
Northern Sea true gratined Burgundy-style
牡蠣のグラタン仕立て

オランデーズソース

Oysters gratined with homemade hollandaise sauce
トリッパのトマト煮

1800yen

2000yen

トスカーナ風 小野菜添え

Tuscan style tomato tripe with tiny vegetables

2000yen

Pasta

Meal

サラダ仕立てのオードブルとデザートとのセットです
It is a set of a salad style hors d'oeuvres and desserts

各
Each 2400yen

“タリアテッレ”イタリア産ポルチーニ茸のクリームソース
“Tagliatelle” with Creamy Italian porcini mushrooms sauce
“タリアテッレ”牛肉のラグーソース
“Tagliatelle” with Beef ragout sauce
“キタッラ”

小海老のジェノベーゼ

“Kitarra” with Small shrimp and vegetables Genovese sauce
“キタッラ”自家製パンチェッタのカルボナーラ
“Kitarra” with Creamy Carbonara with homemade pancetta
“キタッラ”モッツアレラのトマトソース
“Kitalla” with Mozzarella and tomato sauce
“ペンネ” くるみとゴルゴンゾーラチーズのクリームソース
“Penne” with Creamy gorgonzola cheese sauce with walnuts
”ペンネ“ 自家製パンチェッタのアラビアータ
“Penne” with “Arrabiata” tomato sauce with homemade pancetta

各
Risotto
イタリア産ポルチーニ茸のクリーミーリゾット
Creamy Italian risotto with porcini mushrooms
小海老と野菜のミラノ風サフランリゾット
Milanese style saffron risotto with shrimp and tiny vegetables

Each 1800yen

Pesce

お魚料理
Fish dishes

Fish

本日の鮮魚のポワレ
Today's fresh fish Poiret

2000yen

Carne 肉料理 Meat
知床鶏のソテー 道産木の子の猟師風
Sautéed Shiretoko local chicken with Hokkaido mushrooms
真狩ハーブポークのロースト

2400yen

ハニーマスタードソース

Roasted Makkari local pork with honey mustard sauce
牛リブロースステーキ

2800yen

３００ｇ グレービーソース エシャロットバター添え

Roasted 300g beef rib steak with shallot butter and gravy sauce

Pizza

4800yen

ピッツァ

サラミ ピッツァ
Salami pizza

1500yen

マルゲリータ
Margherita pizza

1500yen

シーフードとガーリックのピッツァマリナーラ
Seafood and garlic pizza

1800yen

イタリア産生ハムのサラダ仕立てピッツァ
Italian prosciutto ham pizza with fresh salad

2000yen

デザート
Dolce

Dessert

本日のデザート盛り合わせ
Today's dessert platter

1000yen

Kids Menu
キッズプレート（ハンバーグ、エビフライ、ナゲット、ポテト、オムライス、ミニデザート）

Kids plate (Hamburger, fried prawn, nuggets, French fries, omelet, mini desserts)

1200yen

Light meals
上海風ソースやきそば
Fried noodle Shanghai style

700yen

らーめん （味噌 醤油）
Ramen (miso or soy sauce)
カレーライス（野菜

1000yen

ビーフ、グリーン、キーマ、バターチキン）

Curry rice (Beef, Green, Keema, Butter chicken)

1200yen

フライドポテト
French fries

600yen

Japanese food
ごはん 味噌汁 お漬物セット
Rice bowl, miso soup, salty pickled vegetables set

500yen

きつねうどん
“Udon” noodle with deep fried tofu

800yen

海老かきあげそば
“Soba” noodle with “Kakiage” tempura
ざるそば

800yen

ざるうどん

Cold Soba or Cold Udon

each 800yen

ミニ叉焼丼
Mini Rice bowl with Chinese grilled pork

1000yen

ミニ鮭親子丼
Mini Rice bowl with Grilled salmon and Salmon roe

※上記の金額は、税金・サービス料（10%）込みの料金です。
※The price includes 10% service charge and government tax.

1800yen

