
※表示料金には、サービス料および税金が含まれており ます。

All p rices include service charge and  tax.
※季節・ 天候等により 内容が変更になる場合がございます。

This m enu m ay be chang ed  by the seasonal occasion and  the w eath er.
※当レスト ラ ンで使用し ているお米はすべて国産米です。

The rice used   in  th is restaurant is all from  Japan.
※特定原材料7品目（ えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のアレルギーをお持ちのお客様は、スタ ッ フ にご確認く ださ いませ。

If you have any food  allerg ies (shrim p , crab , w heat, soba/buckw heat, eg g s, m ilk, peanuts), p lease inform  the restaurant sta .ff

JPY 500

JPY 700

JPY 850

JPY 1 ,000

JPY 1 ,400

JPY 1 ,400

JPY 1 ,000

JPY 1 ,200

JPY 3 ,000

JPY 2 ,500

JPY 1 ,200

JPY 1 ,800

JPY 4 ,500

Sakura Flavored Tofu

Simmered Octopus

Deep-Fried Japanese Icefi sh w/Firefl y Squid

Combination Salad

Soup w/M inced Red Snapper Dumpling

Deep-Fried M inced Bamboo Shoot &  Conger Eel w/Tofu

Gril led Hokkaido Greenl ing

Gril led Spanish M ackerel w/Sakura Shrimp M iso

Gril led Overnight Dried Idiot Fish

Abalone (Broiled w/Butter)

Spring Roll w/Sakura Shrimp &  Onion

Tempura w/Edible W ild Plants &  Vegetables

Gril led Hokkaido Beef Tenderloin w/Salted Koji

桜香嶺岡豆富

飯蛸桜煮

白魚のかる 揚げ　 蛍烏賊添え

コ ン ビ ネーショ ン サラ ダ

真鯛の真蒸し 椀　 鶯豆擂り 流し

筍と 穴子の飛竜頭

北海道産鮎魚女の若草ソ ース焼

鰆の桜海老味噌焼

き んき 一夜干し 　 桜の香り

活鮑バタ ー焼

桜海老と 新玉葱の環樂風春巻き

山菜と 色々野菜の天婦羅

北海道産牛ヒ レ 肉の塩麹焼

A La Carte  一品料理

M on th ly Sp ecia l
4 月の調理長おすすめ



※表示料金には、サービス料および税金が含まれており ます。

All p rices include service charg e and  tax.
※季節・ 天候等により 内容が変更になる場合がございます。

This m enu m ay be chang ed  by the seasonal occasion and  the w eath er.
※当レスト ラ ンで使用し ているお米はすべて国産米です。

The rice used   in  th is restaurant is all from  Japan .
※特定原材料7品目（ えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のアレルギーをお持ちのお客様は、スタ ッ フ にご確認く ださ いませ。

If you have any food  allerg ies (shrim p , crab , w heat, soba/buckw heat, eg g s, m ilk, peanuts), p lease inform  the restaurant sta .ff

Salmon Roe Pick led in Soy Sauce JPY 1 ,100
いくら醤油漬

A Selection of Three Delicacy JPY 1 ,500
（ Salmon Roe Pickled in Soy Sauce, Pickled Sea Squirt &  Shrimp w/Salt-M alted Rice）

珍味三種盛り合わせ（ いくら醤油漬け　 ほや塩辛　 甘海老塩辛）

Assorted Three Kinds of Tidbit JPY 850
酒菜三種盛り合わせ

Assorted Five Kinds of Tidbit JPY 1 ,650
酒菜五種盛り合わせ

Chef s sp ecialʼ  調理長おすすめ珍味

Tidb it 酒菜



A Selection of Three Kinds of Sashim i JPY 2 ,500
(Tuna, W hite Fish, Botan Shrimp）
Please be advised that occasional ly m enu items change based on availabil ity on the market.

三種盛り合わせ（ 本鮪　 白身魚　 牡丹海老）

A Selection of Five Kinds of Sashim i JPY 3 ,900
(Tuna, W hite Fish, Botan Shrimp, Sea Urchin , Today’s Shellfi sh)
Please be advised that occasional ly m enu items change based on availabil ity on the market.

五種盛り合わせ（ 本鮪　 白身魚　 牡丹海老　 雲丹　 本日の貝類）

Tuna JPY 3 ,800
本鮪とろ

Lean Tuna JPY 2 ,700
本鮪赤身

Botan Shrimp JPY 2 ,000
牡丹海老

Scallop JPY 2 ,000
帆立貝

Surf Clam  JPY 1 ,700
北寄貝

Abalone JPY 2 ,500
活鮑

Sash im i Dishes 造里

※表示料金には、サービス料および税金が含まれており ます。

All p rices include service charg e and  tax.
※季節・ 天候等により 内容が変更になる場合がございます。

This m enu m ay be chang ed  by the seasonal occasion and  the w eath er.
※当レスト ラ ンで使用し ているお米はすべて国産米です。

The rice used   in  th is restaurant is all from  Japan .
※特定原材料7品目（ えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のアレルギーをお持ちのお客様は、スタ ッ フ にご確認く ださ いませ。

If you have any food  allerg ies (shrim p , crab , w heat, soba/buckw heat, eg g s, m ilk, peanuts), p lease inform  the restaurant sta .ff



※表示料金には、サービス料および税金が含まれており ます。

All p rices include service charg e and  tax.
※季節・ 天候等により 内容が変更になる場合がございます。

This m enu m ay be chang ed  by the seasonal occasion and  the w eath er.
※当レスト ラ ンで使用し ているお米はすべて国産米です。

The rice used   in  th is restaurant is all from  Japan .
※特定原材料7品目（ えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のアレルギーをお持ちのお客様は、スタ ッ フ にご確認く ださ いませ。

If you have any food  allerg ies (shrim p , crab , w heat, soba/buckw heat, eg g s, m ilk, peanuts), p lease inform  the restaurant sta .ff

Boiled Vegetables JPY 1 ,200
野菜の炊合わせ

Simmered Chicken &  Soy M ilk Skin JPY 1 ,400
徳島県産阿波尾鶏の治部煮　 湯葉和蘭陀煮　 桜麩　 花山椒

Simmered Red Snapper &  Red Snapper Roe JPY 1 ,800
真鯛親子の炊合わせ

Assorted Tempura（ Deep-Fried）of Vegetables JPY 1 ,650
野菜天婦羅盛り 合わせ

The Chef 's Special Tempura of Fish &  Vegetables JPY 2 ,750
調理長おまかせ天婦羅盛り合わせ

Assortment of Gilled Fish JPY 2 ,600
焼物三種盛り合わせ

Grilled Shishamo Smelt JPY 1 ,750
ししゃも焼

Scallop（ Broiled w/Butter） JPY 2 ,000
帆立貝バタ ー焼　

Surf Clam（ Broiled w/Butter） JPY 1 ,700
北寄貝バタ ー焼

Grilled King Crab（ 1  Piece） JPY 7 ,000
たらば蟹塩焼（ 足１ 本）

Grilled Japanese Beef Sirloin（ 180g） JPY 8 ,200
北海道産黒毛和牛サーロイン肉網焼（ 180g）

Sim m ered  Dishes 煮物

Fried  Dishes 揚物

Grilled  Dish  焼物



Rice Set(Steamed Rice, Pickled Vegetables, M iso Soup) JPY 1 ,100
ご飯セット 　（ ご飯　 味噌椀　 香の物）

Rice Cooked w/Boiled W hitebait JPY 1 ,500
駿河湾産しらす御飯　 葉山葵醤油漬添え　（ 味噌椀　 香の物）

Bowl of Rice w/Salmon Roe JPY 4 ,000
いくら丼　（ 味噌椀　 香の物）

Rice in Green Tea  w/Japanese Plum  JPY 900
梅茶漬け

Rice in Green Tea  w/Salmon JPY 900
鮭茶漬け

Rice JPY 500
御飯

M iso Soup JPY 400
味噌椀

Pick led Vegetables JPY 400
香の物

Assortment of Pick led Vegetables JPY 1 ,100
香の物盛り合わせ

Rice  食事

※表示料金には、サービス料および税金が含まれており ます。

All p rices include service charg e and  tax.
※季節・ 天候等により 内容が変更になる場合がございます。

This m enu m ay be chang ed  by the seasonal occasion and  the w eath er.
※当レスト ラ ンで使用し ているお米はすべて国産米です。

The rice used   in  th is restaurant is all from  Japan .
※特定原材料7品目（ えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のアレルギーをお持ちのお客様は、スタ ッ フ にご確認く ださ いませ。

If you have any food  allerg ies (shrim p , crab , w heat, soba/buckw heat, eg g s, m ilk, peanuts), p lease inform  the restaurant sta .ff



All p rices include service charg e and  tax
※表示料金には、サービス料および税金が含まれており ます。

This m enu m ay be chang ed  by the seasonal occasion and  the w eath er.
※上記メ ニュ ーは、季節・ 天候等により 内容が変更になる場合がございます。

The rice used   in  th is restaurant is all from  Japan .
※当レスト ラ ンで使用し ているお米はすべて国産米です。

If you have any food  allerg ies (shrim p , crab , w heat, soba/buckw heat, eg g s, m ilk, peanuts, etc.), p lease in form  the restaurant sta .ff
※特定原材料7品目（ えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のアレルギーをお持ちのお客様は、スタ ッ フ にご確認く ださ いませ。

JPY 6 ,000M IYABI Set
(Appetizer, Sashim i, M ain Dish , Gril led Dish , Tempura, Soba or Steamed Rice, Dessert)

雅弁当



※表示料金には、サービス料および税金が含まれており ます。

All p rices include service charg e and  tax.
※季節・ 天候等により 内容が変更になる場合がございます。

This m enu m ay be chang ed  by the seasonal occasion and  the w eath er.
※当レスト ラ ンで使用し ているお米はすべて国産米です。

The rice used   in  th is restaurant is all from  Japan .
※特定原材料7品目（ えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のアレルギーをお持ちのお客様は、スタ ッ フ にご確認く ださ いませ。

If you have any food  allerg ies (shrim p , crab , w heat, soba/buckw heat, eg g s, m ilk, peanuts), p lease inform  the restaurant sta .ff

Sukiyak i of Japanese Black Beef from  Hokkaido A5 Grade JPY 9 ,000
すきやき　 北海道産黒毛和牛A5ランク (per person)

Shabu Shabu of Japanese Black Beef from  Hokkaido A5 Grade JPY 9 ,000
しゃぶしゃぶ　 北海道産黒毛和牛A5ランク (per person)

An additional ingredient that put in the leftover soup of hot pot.

"Kishimen" JPY 850
（ Sim ilar to "Udon" But the Noodles are Flat Compared w/Udon.）

きし めん

Additional M eat（ 100g） A5  Grade Japanese Black Beef from  Hokkaido JPY 5 ,000
おかわり肉　 北海道産黒毛和牛A5ランク

Assorted Sushi（ 10pieces） JPY 5 ,800
環樂寿司（ 10貫）

Pick les Rol l JPY 500
新香巻

Cucumber Roll JPY 500
胡瓜巻

Tuna Roll JPY 1 ,050
鉄火巻

Sush i 寿司

Nab em ono(Hot Pot) *Orders at least 2 p ersons 鍋 2 名様よ り 承り ます。 　 ※5 :0 0 p .m  - 8 :3 0 p .m  (la st o rd ers)



Assorted Seasonal Fruit JPY 1 ,000

W asanbon Pudding JPY 500

Sakura Flavored Blancmange JPY 500

Sakura Flavored Sweet Bean Jel ly JPY 500

Ice Cream w/Brown Sugar JPY 500

Grand Hotel’s Special ly M ade Vanil la Ice Cream JPY 500

Assorted Dessert JPY 1 ,400

季節の果物盛り 合わせ

和三盆プリ ン

桜ブラ ンマンジェ

桜羊羹

黒糖アイ ス

札幌グラ ンド ホテル　 バニラ アイ スク リ ーム

調理長おまかせ水菓子盛り 合わせ

Dessert デザート

All p rices include service charg e and  tax
※表示料金には、サービス料および税金が含まれており ます。

This m enu m ay be chang ed  by the seasonal occasion and  the w eath er.
※上記メ ニュ ーは、季節・ 天候等により 内容が変更になる場合がございます。

The rice used   in  th is restaurant is all from  Japan .
※当レスト ラ ンで使用し ているお米はすべて国産米です。

If you have any food  allerg ies (shrim p , crab , w heat, soba/buckw heat, eg g s, m ilk, peanuts, etc.), p lease in form  the restaurant sta .ff
※特定原材料7品目（ えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のアレルギーをお持ちのお客様は、スタ ッ フ にご確認く ださ いませ。


