
10% Consumption tax is not  included 

“十勝産”トウモロコシのポタージュ
Soup

TOKACHI corn potage

9,000円

Main Dish

NAITAI WAGYU steak

十勝ナイタイ和牛ステーキ
～4種の味わいでお召し上がりください～

シェフおすすめデザート

Dessert

Chef´s dessert

“上士幌産”大豆コーヒー / コーヒー/ エスプレッソ/ 紅茶

Coffee or Tea

Please, choose what do you want to drink: 

KAMISHIHORO Soybean Coffee, Coffee, Espresso or Tea

食後のお飲み物をお選びください。

表示価格は税抜きです

トカトカのオリジナルブレッド
Bread

Original of “TOKATOKA”

数量限定

十勝ナイタイ和牛コース



Ciel

10% Consumption tax is not  included 

“十勝産”トウモロコシのポタージュ

Soup

TOKACHI corn potage

シェフおまかせデザート盛り合わせ
Dessert

Assorted dessert

5,000円

Fish Dish
アクアパッツァ ～魚貝の白ワイン蒸し～

Today´s fish dish : Acqua pazza

Main Dish

“十勝ハーブ牛”赤身肉のグリエ ～山わさびポルトソース～
Grilled of TOKACHI herb beef with horseradish & port sauce

“上士幌産”大豆コーヒー / コーヒー/ エスプレッソ/ 紅茶

Coffee or Tea

Please, choose what do you want to drink: 

KAMISHIHORO Soybean Coffee, Coffee, Espresso or Tea

食後のお飲み物をお選びください。

表示価格は税抜きです

トカトカのオリジナルブレッド
Bread

Original of “TOKATOKA”

Amuse
はじまりの一皿
Amuse bouche

Appetizer

“道産ホタテ”のテリーヌ、サフラン風味
～赤パプリカのピューレを添えて～

Terrine of HOKKAIDO scallop flavored saffron
with pureed red bell pepper -



10% Consumption tax is not  included 

Montagne

3,000円

Main Dish

Please, choose main dish: Fish dish or Meat dish

メインディッシュをお一つお選びください。
【魚料理】又は【肉料理】

スターアニスのブリュレ、フルーツ添え

Dessert

Brulee flavored star anise with fruit

“上士幌産”大豆コーヒー / コーヒー/ エスプレッソ/ 紅茶

Coffee or Tea

Please, choose what do you want to drink: 

KAMISHIHORO Soybean Coffee, Coffee, Espresso or Tea

食後のお飲み物をお選びください。

表示価格は税抜きです

トカトカのオリジナルブレッド
Bread

Original of “TOKATOKA”

Appetizer

“道産ホタテ”のテリーヌ、サフラン風味
～赤パプリカのピューレを添えて～

Terrine of HOKKAIDO scallop flavored saffron
with pureed red bell pepper -

Soup

“十勝産”トウモロコシのポタージュ
TOKACHI corn potage



Bouleau

表示価格は税抜きです

10% Consumption tax is not  included 

2,000円

Soup

Dessert

Appetizer

“道産秋鮭”のリエット ～バジルソースと共に～

Rillettes of autumn salmon with basil sauce

Main Dish

Please, choose one from 5 kinds of pasta,

メインのパスタをお一つお選びください。

“上士幌産”大豆コーヒー / コーヒー/ エスプレッソ/ 紅茶

Coffee or Tea

Please, choose what do you want to drink: 

KAMISHIHORO Soybean Coffee, Coffee, Espresso or Tea

食後のお飲み物をお選びください。

トカトカのオリジナルブレッド

Bread

Original of “TOKATOKA”

“十勝産”トウモロコシのポタージュ
TOKACHI corn potage

スターアニスのブリュレ、フルーツ添え
Brulee flavored star anise with fruit



【“道産鶏”と三種の葱の和風ソース/Japanese style sauce : HOKKAIDO chicken & green onion 】

【ツナとほうれん草のクリームソース ～ブシュロン風～ /Tuna & spinach cream sauce】

【“道産水タコ”のアラビアータ/HOKKAIDO octopus Arrabiata】

【“道産鹿肉”のボロネーゼ/Venison bolognese 】

【本日のパスタ/Today´s pasta】

Montagne

又は

【肉料理】
“知床ポーク”のミラネーゼ
～バジルが香るトマトソース～

Meat dish : SHIRETOKO pork cutlet with tomato & basil sauce

Today’s Main Dish

【魚料理】
アクアパッツァ

～魚貝の白ワイン蒸し～

Fish dish : Acqua pazza

Bouleau

Today’s Main Dish



Soft drink

Soft Drink & Mineral Water

オレンジジュース / Orange juice 500円

グレープフルーツ / Grapefruit juice 500円

トマトジュース / Tomato juice 500円

コーラ / Coke-Cola 500円

ウーロン茶 / Oolong-Tea 500円

上士幌フレッシュミルク / KAMISHIHORO Fresh MIlk 500円

天然水 / Mineral  Water 350円

ジンジャーエール / Ginger-Ale 500円

ペリエ / Perrier 600円

カフェラテ ～上士幌フレッシュミルク使用～ / Café latte 600円

カプチーノ ～上士幌フレッシュミルク使用～ / Cappuccino 600円

アイスカフェラテ ～上士幌フレッシュミルク使用～ / Iced café latte 600円

アイスカプチーノ ～上士幌フレッシュミルク使用～ / Iced cappuccino 600円

10% Consumption tax is not  included 

表示価格は税抜きです



Beer & Wine

Local sake

Cocktails

キリン・ハートランド / KIRIN Heartland 700円

エビス・プレミアム・ブラック / YEBISU Premium Black 700円

オール・フリー / All –Free(Non.Alc Beer) 500円

十勝晴れ 純米大吟醸 / TOKACHI BARE-DAIGINJYOU-SAKE- 1,000円

豆ほろり 豆焼酎 / MAME HORORI-Soybeans Shouchu- 600円

摩周湖 熊笹焼酎 / MASHUKO-Low bamboo Shouchu- 650円

インカの目覚め ジャガイモ焼酎 / Inca no mezame-Potato Shouchu- 650円

キール / Kir カシス・リキュール & 白ワイン 850円

マティーニ / Martini ドライ・ジン ＆ ドライ・ベルモット 900円

モスコミュール / Moscow Mule ウォッカ & ジンジャーエール 750円

ソルティドッグ / Salty Dog ウォッカ & グレープフルーツジュース 700円

カンパリ・ソーダ / Campari & Soda カンパリ & 炭酸水 800円

ブラッディ・マリー / Bloody Mary ウォッカ & トマト・ジュース 750円

カルーアミルク / Kahlua & Milk カルーア & 牛乳 750円

ジン・トニック / Gin & Tonic ドライ・ジン ＆ トニック・ウォーター 700円

グラスワイン赤・白 / Glass Wine 各700円

Drink Menu

Whisky

ジャックダニエル / Jack Daniels 750円

I.W.ハーパー 12年 / I.W.Harper 12y 850円

バランタイン17年 / Ballantine’s 17y 1,400円

ブラックニッカ / Black Nikka 700円

10% Consumption tax is not  included 

表示価格は税抜きです


