
IN ROOM DINING
ルームサービス



A LA CARTE
Cereal 

　Allbran, muesli, cornflake, oatmeal, chocolate flake  1,000
Bread 

　Croissant, White bread, whole-wheat, danish pastry, french mu�n, baguette
with honey and marmalade     700

Eggs any style. Please choose your egg and side dish

　Scramble, fried, omelets, boiled, poached, ONSEN boiled egg 
Side dish 

　Hash potatoes, sausage, ham, bacon, tomato, mushrooms, baked beans
 1,250
Omelets or white omelets with your choice of 

　mushrooms, bacon, ham, salmon, onion, cheese
 1,500

Salad 

　☆Garden salad  1,500
　☆Garden salad(S)     800

　Caesar's salad  1,500
　Potato salad  1,500
Plane yogurt    800

Assorted cheese plate(Camembert, blue, gouda)  1,800
Cold cut plate (ham, salami, chicken)  1,800
Pancake, french toast or wa�e  1,200
Fruits compote (apricot or pear)  1,000
Cut fruits plate 2,000

☆Vegetarian Menu

コンチネンタルブレックファースト 2,100
ジュース オレンジ・トマト・グレープフルーツ

パン クロワッサン・デニッシュペストリー・トースト・バゲット

飲物 コーヒー・紅茶（レモン・ミルク・プレーン）

アメリカンブレックファースト 3,000
ジュース オレンジ・トマト・グレープフルーツ 

卵料理 スクランブルエッグ・フライドエッグ・プレーンオムレツ

付け合せ ベーコン・ハム・ソーセージ 

パン クロワッサン・デニッシュペストリー・トースト・バゲット 

飲物 コーヒー・紅茶（レモン・ミルク・プレーン）

和朝食 3,000
焼き魚・海苔・厚焼き玉子・白米又はお粥・味噌汁・香の物 

アラカルト
シリアル 

　オールブラン・ミュズリー・コーンフレイク・オートミール

　チョコフレーク  1,000 

パン 

　クロワッサン・ホワイトブレッド・ライ麦パン・デニッシュペストリー 2種

　フレンチマフイン 3種・バゲット・ハチミツ＆マーマレード添え    700

卵料理 

　スクランブルエッグ・フライドエッグ・プレーンオムレツ・ポーチドエッグ

　ボイルドエッグ・温泉卵

付け合せ　ハッシュドポテト・ソーセージ・ハム・ベーコン・トマト

　マッシュルーム・ベイクドビーンズ 1,250

オムレツ 又は卵白オムレツ 

　マッシュルーム・ベーコン・ハム・鮭・オニオン・チーズ  1,500

サラダ ☆ガーデンサラダ  1,500 

 ☆ガーデンサラダ（S）　　     800

 シーザーサラダ  1,500

 ポテトサラダ   1,500

ヨーグルト プレーンヨーグルト    800

チーズ カマンベール・ブルー・ゴーダチーズ盛合せ

1,800

コールドカット ハム・サラミ・チキン盛合せ　　  1,800

パンケーキ パンケーキ、フレンチトースト、又はワッフル

 1,200

フルーツコンポート　アプリコット又は洋梨  1,000

カットフルーツプレート  2,000

☆ベジタリアンメニュー

CONTINENTAL BREAKFAST  2,100
served with your choice of 
juice: orange, tomato or grapefruits
Bread: croissant, danish pastry, toast or baguette 
Co�ee or tea

AMERICAN BREAKFAST  3,000
served with your choice of
juice: orange, tomato or grapefruits
Egg: scramble, fried or omelets
Side dish: bacon, ham or sausage
Bread: croissant, danish pastry, toast or baguette 
Co�ee or tea

JAPANESE BREAKFAST  3,000
Grilled fish, Seaweed, japanese style omelets, rice or porridge and 
miso soup

BREAKFAST

Food allergies and food intolerance.We welcome enquiries from customers
who wish to know whether any meals contain particular ingredients.

* Tax and Service Charge are included. 

朝食

食材にアレルギーがあるお客様は、スタッフまでお気軽にお申し付けください。

＊表示価格には税金・サービス料が含まれております。

6:00am – 1 1 :00am6:00am – 1 1 :00am
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MAIN DISH
　Poiret of today's fish 2,000
　Hokkaido Sirloin steak 180g 6,500
　Australia Beef steak 180g 3,500
　Sauted of Atsuma chicken  2,500
　Hokkaido pork steak 2,800
　Soup curry with chicken 2,000
　Soup curry with pork 2,000
　☆Spaghetti with garlic oil sauce 2,000
　Spaghetti with bolognese sauce 2,000
　Gnocchi with blue cheese sauce 2,000

SNACK
　Wrap sand with shrimp and chicken 2,000
　Fried chicken and Hokkaido potato 1,600
　Bead or rice   800

DESSERT
　Chocolate cake  850

　Baked domestic natural cheese cake   850

　Local Haskap-Chitose sherbet   850

　Ice cream vanilla, chocolate or green tea  750

　Cut fruits plate 2,000

前菜
　☆道産野菜を使用した生春巻き  1,500
　早来産ロース生ハム  1,500
　サーモンマリネ ワサビクリームソース  1,400
　鹿肉とポークのソーセージ盛合せ  1,600 

サラダ
　☆ガーデンサラダ  1,500
　☆ガーデンサラダ    800
　シーザーサラダ  1,500
　ポテトサラダ  1,500

スープ
　道産コーンのポタージュ メルバートースト添え チャイブ飾り  1,200
　☆野菜スープ　  1,000
　コンソメスープ　  1,200

サンドウィッチ＆ハンバーガー
　千歳バーガー フライドポテト添え 2,000 
　クラブサンドウィッチ フライドポテト添え 2,000
　ミックスサンドウィッチ  1,500 
 

メインディッシュ
　鮮魚のポワレ 2,000 
　北海道産牛サーロインステーキ 180g 6,500
　外国産牛サーロインステーキ 180g 3,500
　厚真産鶏腿肉のソテー  2,500 
　道産ハーブポークステーキ 2,800
　スープカレー チキン 2,000
　スープカレー ポーク 2,000
　☆スパゲティ野菜のガーリックオイル 2,000
　スパゲティボロネーズソース 2,000
　ニョッキブルーチーズソース 2,000

軽食
　海老とチキンのラップサンド 2,000
　ザンギと道産ポテトフライ  1,600
　パン又はライス  800

デザート
　ガトーショコラケーキ   850 
　道産ベイクドチーズケーキ    850
　ハスカップシャーベット   850
　アイスクリーム（バニラ・チョコレート・抹茶）   750
　フルーツプレート 2,000
  

APPETIZER
　☆Thai-style spring roll in sweet chili sauce  1,500
　HAYAKITA raw ham   1,500
　Marinated salmon in onion salad wasabi mayonnaise  1,400
　Assorted sausage served with fried potatoes and mustard  1,600

SALAD
　☆Garden salad  1,500
　☆Garden salad（S）    800

　Caesar's salad  1,500
　Potato salad  1,500

SOUP
　Hokkaido corn potage   1,200
　☆Vegetables soup  1,000
　Consommé soup  1,200

SANDWICH AND HAMBURGER
　Chitose burger serve with fried potatoes and fried onion   2,000
　Clubhouse sandwich serve with fried potatoes and pickles 2,000
　Mixed sandwiches  1,500
  

A LA CARTE

Food allergies and food intolerance.We welcome enquiries from customers
who wish to know whether any meals contain particular ingredients.

* Tax and Service Charge are included. 

アラカルト

寿司
北海道ならではの新鮮な材料をお届けします。

　にぎり寿司 “はまなす”（味噌汁付）  1,800 
　にぎり寿司 “すずらん”（味噌汁付） 2,600
　にぎり寿司 “藤花”（味噌汁付） 3,200
　にぎり寿司 “特選”（味噌汁付） 3,800 
　にぎり寿司 “北海道”（味噌汁付） 4,400
　ねぎとろ巻（味噌汁付） 3,000
　各種のり巻き 800～

丼
「丼」にも様々なバリエーションがあります。

　海鮮丼（味噌汁付）  4,500
　うに・いくら丼（味噌汁付）  3,000
　うに丼（味噌汁付）  3,600
　いくら丼（味噌汁付）  2,400

おつまみ
　蛸の唐揚げ  1,000
　タラバ蟹の揚げシュウマイ  1,000

☆ベジタリアンメニュー

寿司・海鮮焼　藤花

食材にアレルギーがあるお客様は、スタッフまでお気軽にお申し付けください。

＊表示価格には税金・サービス料が含まれております。

DONBURI
A variety of Donburi（seafood bowl）  
　Seafood don  4,500
　Sea urchin and salmon roe don  3,000
　Sea urchin don  3,600
　Salmon roe don  2,400

APPETIZERS
　Fried octopus  1,000
　Deep fried crab meat dumpling  1,000

☆Vegetarian Menu

SUSHI
Sushi served with Hokkaido's freshest seafood

　Nigiri sushi "Hamanasu" with miso soup 7pieces  1,800
　Nigiri sushi "Suzuran" with miso soup 8pieces  2,600
　Nigiri sushi "Fujihana" with miso soup 9pieces  3,200
　Nigiri sushi "Tokusen" with miso soup 10pieces 3,800
　Nigiri sushi "Hokkaido" with miso soup 10pieces 4,400
　Negi toro roll with miso soup  3,000
　Sushi roll selection 800～

SUSHI＆SEAFOOD〈Fujihana〉

1 1 :00am – 10 :00pm11 :00am – 10 :00pm

5:00pm – 10 :00pm5:00pm – 10 :00pm

（S）
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コーヒー＆紅茶
　ブレンドコーヒー    800 
　カプチーノ    900
　カフェオーレ    900
　ホットチョコレート    900 
　紅茶（イングリッシュブレックファースト・ダージリン・アールグレイ）    800
　ハーブティー（カモミール・ジャスミン・ローズヒップ）    800
　アイスコーヒー    800
　アイスティー    800
　アイスチョコレート    900

ソフトドリンク
　フレッシュオレンジジュース  1,500 
　フレッシュグレープフルーツジュース   1,500
　ミルク    800
　低脂肪ミルク    800 
　豆乳    800
　コーラ    800 
　コーラゼロ    800
　ジンジャーエール    800
　各種ジュース（オレンジ・トマト・パイナップル・グレープフルーツ）  750
　余市アップルジュース   850

ビール
　瓶ビール（アサヒ・キリン・サッポロ）500ｍｌ  1,100 
　ギネスビール   1,000
　バドワイザー   1,000

ワイン（スパークリング）
　ラパルマ スパークリングワイン Bottle  3,500
コンチャイトロ ソーヴィニヨンブラン　　　　　　　Glass     850 

ワイン（白）
　コンチャイトロ ソーヴィニヨンブラン　　　　　　Bottle  5,000
コンチャイトロ ソーヴィニヨンブラン　　　　　　　Glass    950 
　カルタマグナ シャルドネ Bottle  3,500
コンチャイトロ ソーヴィニヨンブラン　　　　　　　Glass     850
　ピノグリージョ（イタリア） Bottle 9,500
コンチャイトロ ソーヴィニヨンブラン　　　　　　　Glass   1,650

ワイン（赤）
　コンチャイトロ ピノ・ノアール Bottle  5,000
コンチャイトロ ソーヴィニヨンブラン　　　　　　　Glass     950 
　カルタマグナ カベルネソーヴィニヨン Bottle  3,500
コンチャイトロ ソーヴィニヨンブラン　　　　　　　Glass     850
　キャンティークラシッコ（イタリア） Bottle  7,500
コンチャイトロ ソーヴィニヨンブラン　　　　　　　Glass   1,500

ドリンク
6:00am – 10 :00pm

BEER
　Bottle beer (Asahi, Kirin, Sapporo) 500ml  1,100
　Guinness beer  1,000
　Budweiser   1,000

Sparkling wine
　La Palma Chardonnay Brut  Bottle 3,500
 Glass     850

White wine
　Conchay Toro (sauvignon blanc) Bottle 5,000
 Glass    950 
　CARTA MAGNA (chardonnay) Bottle 3,500
 Glass     850 
　Pinot Grigio（Italia）　　　　　　　 Bottle 9,500
 Glass  1,650 

Red wine
　Conchay Toro (pinot noir) Bottle 5,000
 Glass    950 
　CARTA MAGNA (cabernet sauvignon) Bottle 3,500
 Glass    850 
　Chianti Classico (Italia)　　　　　　　 Bottle 7,500
 Glass 1,500

焼きおにぎり（2個）香の物、味噌汁付    1,200
きつねうどん    1,200 
☆ガーデンサラダ  1,500
ミックスサンドウィッチ  1,500
エビドリア  1,200 
☆ベジタブルスープ    800

COFFEE＆TEA
　Co�ee   800
　Cappuccino  900
　Café au lait  900
　Hot chocolate  900
　Tea (english breakfast, darjeeling, earl grey)   800
　Herb tea (chamomile, jasmine, rose hip)   800
　Iced co�ee  800
　Iced tea  800
　Iced chocolate  900

SOFT DRINK
　Squeeze orange juice   1,500
　Squeeze grapefruits juice  1,500
　Milk (hot or cold)  800
　Low fat milk (hot or cold)   800
　Soymilk  800
　Cola  800
　Cola zero  800
　Ginger ale  800
　Juice (orange, tomato, pine, grapefruits)   750
　YOICHI apple juice   850

DRINK
6:00am – 10 :00pm

Grilled rice ball (2 pieces)  pickles and misosoup  1,200
Kitsune Udon  1,200
☆Garden Salad  1,500
Mixed sandwiches  1,500
Shrimp  doria  1,200
☆Vegetable soup   800

Late night menu
10 :00pm – 2 :00am

COFFEE＆TEA
　Co�ee   800
　Tea   800

SOFT DRINK
　Cola  800
　Ginjer ale  800

BEER
　Beer 500ml  1,100

WINE
　House wine ( white or red ) Bottle 3,500
 Glass   850

☆Vegetarian Menu

Late night drink
10 :00pm – 6 :00am

Food allergies and food intolerance.We welcome enquiries from customers
who wish to know whether any meals contain particular ingredients.

* Tax and Service Charge are included. 

深夜メニュー
10 :00pm – 2 :00am

コーヒー＆紅茶
　ブレンドコーヒー    800 
　紅茶    800

ソフトドリンク
　コーラ    800 
　ジンジャーエール    800

ビール
　瓶ビール 500ｍｌ  1 ,100

ワイン
　ハウスワイン（白 or 赤）　　　　　　　　　　　  Bottle  3,500
コンチャイトロ ソーヴィニヨンブラン　　　　　　　Glass     850

☆ベジタリアンメニュー 

深夜ドリンク
10 :00pm – 6 :00am

☆ガーデンサラダ  1,500 
ミックスサンドウィッチ  1,500

深夜メニュー
2 :00am – 6 :00am

食材にアレルギーがあるお客様は、スタッフまでお気軽にお申し付けください。

＊表示価格には税金・サービス料が含まれております。

☆Garden Salad 1,500
Mixed sandwiches 1,500

Late night menu
2 :00am – 6 :00am



コーヒー＆紅茶
　ブレンドコーヒー    800 
　カプチーノ    900
　カフェオーレ    900
　ホットチョコレート    900 
　紅茶（イングリッシュブレックファースト・ダージリン・アールグレイ）    800
　ハーブティー（カモミール・ジャスミン・ローズヒップ）    800
　アイスコーヒー    800
　アイスティー    800
　アイスチョコレート    900

ソフトドリンク
　フレッシュオレンジジュース  1,500 
　フレッシュグレープフルーツジュース   1,500
　ミルク    800
　低脂肪ミルク    800 
　豆乳    800
　コーラ    800 
　コーラゼロ    800
　ジンジャーエール    800
　各種ジュース（オレンジ・トマト・パイナップル・グレープフルーツ）  750
　余市アップルジュース   850

ビール
　瓶ビール（アサヒ・キリン・サッポロ）500ｍｌ  1,100 
　ギネスビール   1,000
　バドワイザー   1,000

ワイン（スパークリング）
　ラパルマ スパークリングワイン Bottle  3,500
コンチャイトロ ソーヴィニヨンブラン　　　　　　　Glass     850 

ワイン（白）
　コンチャイトロ ソーヴィニヨンブラン　　　　　　Bottle  5,000
コンチャイトロ ソーヴィニヨンブラン　　　　　　　Glass    950 
　カルタマグナ シャルドネ Bottle  3,500
コンチャイトロ ソーヴィニヨンブラン　　　　　　　Glass     850
　ピノグリージョ（イタリア） Bottle 9,500
コンチャイトロ ソーヴィニヨンブラン　　　　　　　Glass   1,650

ワイン（赤）
　コンチャイトロ ピノ・ノアール Bottle  5,000
コンチャイトロ ソーヴィニヨンブラン　　　　　　　Glass     950 
　カルタマグナ カベルネソーヴィニヨン Bottle  3,500
コンチャイトロ ソーヴィニヨンブラン　　　　　　　Glass     850
　キャンティークラシッコ（イタリア） Bottle  7,500
コンチャイトロ ソーヴィニヨンブラン　　　　　　　Glass   1,500

ドリンク
6:00am – 10 :00pm

BEER
　Bottle beer (Asahi, Kirin, Sapporo) 500ml  1,100
　Guinness beer  1,000
　Budweiser   1,000

Sparkling wine
　La Palma Chardonnay Brut  Bottle 3,500
 Glass     850

White wine
　Conchay Toro (sauvignon blanc) Bottle 5,000
 Glass    950 
　CARTA MAGNA (chardonnay) Bottle 3,500
 Glass     850 
　Pinot Grigio（Italia）　　　　　　　 Bottle 9,500
 Glass  1,650 

Red wine
　Conchay Toro (pinot noir) Bottle 5,000
 Glass    950 
　CARTA MAGNA (cabernet sauvignon) Bottle 3,500
 Glass    850 
　Chianti Classico (Italia)　　　　　　　 Bottle 7,500
 Glass 1,500

焼きおにぎり（2個）香の物、味噌汁付    1,200
きつねうどん    1,200 
☆ガーデンサラダ  1,500
ミックスサンドウィッチ  1,500
エビドリア  1,200 
☆ベジタブルスープ    800

COFFEE＆TEA
　Co�ee   800
　Cappuccino  900
　Café au lait  900
　Hot chocolate  900
　Tea (english breakfast, darjeeling, earl grey)   800
　Herb tea (chamomile, jasmine, rose hip)   800
　Iced co�ee  800
　Iced tea  800
　Iced chocolate  900

SOFT DRINK
　Squeeze orange juice   1,500
　Squeeze grapefruits juice  1,500
　Milk (hot or cold)  800
　Low fat milk (hot or cold)   800
　Soymilk  800
　Cola  800
　Cola zero  800
　Ginger ale  800
　Juice (orange, tomato, pine, grapefruits)   750
　YOICHI apple juice   850

DRINK
6:00am – 10 :00pm

Grilled rice ball (2 pieces)  pickles and misosoup  1,200
Kitsune Udon  1,200
☆Garden Salad  1,500
Mixed sandwiches  1,500
Shrimp  doria  1,200
☆Vegetable soup   800

Late night menu
10 :00pm – 2 :00am

COFFEE＆TEA
　Co�ee   800
　Tea   800

SOFT DRINK
　Cola  800
　Ginjer ale  800

BEER
　Beer 500ml  1,100

WINE
　House wine ( white or red ) Bottle 3,500
 Glass   850

☆Vegetarian Menu

Late night drink
10 :00pm – 6 :00am

Food allergies and food intolerance.We welcome enquiries from customers
who wish to know whether any meals contain particular ingredients.

* Tax and Service Charge are included. 

深夜メニュー
10 :00pm – 2 :00am

コーヒー＆紅茶
　ブレンドコーヒー    800 
　紅茶    800

ソフトドリンク
　コーラ    800 
　ジンジャーエール    800

ビール
　瓶ビール 500ｍｌ  1 ,100

ワイン
　ハウスワイン（白 or 赤）　　　　　　　　　　　  Bottle  3,500
コンチャイトロ ソーヴィニヨンブラン　　　　　　　Glass     850

☆ベジタリアンメニュー 

深夜ドリンク
10 :00pm – 6 :00am

☆ガーデンサラダ  1,500 
ミックスサンドウィッチ  1,500

深夜メニュー
2 :00am – 6 :00am

食材にアレルギーがあるお客様は、スタッフまでお気軽にお申し付けください。

＊表示価格には税金・サービス料が含まれております。

☆Garden Salad 1,500
Mixed sandwiches 1,500

Late night menu
2 :00am – 6 :00am



IN ROOM DINING
ルームサービス


