MENU

APPETIZERS

前菜

Chef's assorted appetizer
シェフおすすめオードブル

￥2,100

Low ham and fresh vegetables with dip sauce
生ハムと季節野菜のディップ

1,400

Smoked salmon
スモークサーモン

1,400

Assorted fresh cheese
チーズ盛合せ

1,900

SANDWICHES

Low ham and fresh vegetables with dip sauce
生ハムと季節野菜のディップ

サンドウィッチ

Mixed sandwiches
ミックスサンドウィッチ

1,300

Club sandwiches
クラブサンドウィッチ

1,500

"NOTO" pork cutlet sandwiches
能登豚のサンドウィッチ

1,600
Smoked salmon

Vegetables sandwiches
ベジタブルサンドウィッチ

SALADS

スモークサーモン

1,300

サラダ

Seasonal salad
季節のサラダ

900

Caesar salad
シーザーサラダ

1,600

Small salad
◎ スモールサラダ

500

Club sandwiches

クラブサンドウィッチ

DRINK BAR

ドリンクバー

DRINK BAR SERVED TIME

ドリンクバー提供時間

Weekday 平日
1 1:30a.m. 〜 3:00p.m. / 5:30p.m. 〜 9:00p.m.

A la Carte
単品
￥600
With Food Menu or Dessert
お料理またはスイーツとセットで ￥500

Sat, / Sun, / Public holiday 土・日・祝日
1 1:00a.m. 〜 3:00p.m. / 5:30p.m. 〜 9:00p.m.

Please refrain from having the combination at the mark ◎
and drink bar.
Menu all you can drink are 8 kinds of coffee and tea and
some soft drinks,please help yourself.

◎ 印のメニューとドリンクバーの組合せはご遠慮くださいませ。
メニューはコーヒー、紅茶など 8 種類とコーラ、ジュースなど
ソフトドリンク 10 種類。おかわり自由

Please ask the sta if you have any food allergies and questions about the menu.
メニュー内容やアレルギー物質については、
スタッフへお尋ねください。
Allergy mark / アレルギー表示

PASTA

パスタ

Spaghetti with mushrooms and spicy mullet roe
明太子のスパゲッティ

￥1,600

Spaghetti with crab meat and creamy tomato sauce
蟹身のトマトクリームスパゲッティ

1,700

Spaghetti with crab meat and creamy tomato sauce
蟹身のトマトクリームスパゲッティ

OMELET RICE

オムライス

Chicken omelet rice classic style
クラシックオムライス

1,400

Omelet rice "CASCADE" style
カスケイド風ハントンライス

1,600

CURRY

Chicken omelet rice classic style

カレーライス

クラシックオムライス

Local vegetables curry with rice
加賀野菜カレーライス

1,500

"NOTO" beef curry with rice
能登牛カレーライス

1,900

Omelet rice "CASCADE" style

カスケイド風ハントンライス

FOR KID'S

お子様

Children's assorted platter with orange juice
キッズプレート オレンジジュース付き
￥1,200

Menu items are subject to change based on availability of seasonal produce.
Rice is using the Ishikawa prefectural region.
Tax and service charge included.

季節により食材の一部を変更させていただく場合がございます。
石川県産のお米を使用しております。
記載の料金には税・サービス料が含まれております。

SEA FOOD DISHES

魚料理

Salmon meuniere with brown butter sauce
サーモンのムニエル 焦がしバターソース

￥2,200

Roasted local fish fillet of the day
本日のお魚のオーブン焼き

2,700

Japanese style fried prawns with tartar sauce
海老フライ タルタルソース

2,700

Salmon meuniere with brown butter sauce

サーモンのムニエル

MEAT DISHES

肉料理

Hamburger steak (Soi sauce or Demiglace sauce)
ハンバーグステーキ
和風ソースまたはデミグラスソース

1,950

Australian beef sirloin steak 180g (Soi sauce or Red wine sauce)
オーストラリア産サーロインステーキ180ｇ
2,600
和風ソース または 赤ワインソース

Hamburger steak

Australian beef tenderloin steak 120g (Soi sauce or Red wine sauce)
オーストラリア産フィレステーキ120ｇ
2,600

ハンバーグステーキ

和風ソース または 赤ワインソース

Australian beef tenderloin steak with sauteed foie gras and madeira wine sauce
オーストラリア産フィレステーキ フォアグラのせ
3,800

マデラソース

Grilled local chicken breasts with BBQ sauce
北陸健康鶏のグリル

バーベキューソース

1,800

Australian beef tenderloin steak with sauteed foie gras
and Madeira wine sauce

オーストラリア産フィレステーキ フォアグラのせ マデラソース

DRINK BAR

ドリンクバー

DRINK BAR SERVED TIME

ドリンクバー提供時間

Weekday 平日
1 1:30a.m. 〜 3:00p.m. / 5:30p.m. 〜 9:00p.m.

A la Carte
単品
￥600
With Food Menu or Dessert
お料理またはスイーツとセットで ￥500

Sat, / Sun, / Public holiday 土・日・祝日
1 1:00a.m. 〜 3:00p.m. / 5:30p.m. 〜 9:00p.m.

Please refrain from having the combination at the mark ◎
and drink bar.
Menu all you can drink are 8 kinds of coffee and tea and
some soft drinks,please help yourself.

◎ 印のメニューとドリンクバーの組合せはご遠慮くださいませ。
メニューはコーヒー、紅茶など 8 種類とコーラ、ジュースなど
ソフトドリンク 10 種類。おかわり自由

Please ask the sta if you have any food allergies and questions about the menu.
メニュー内容やアレルギー物質については、
スタッフへお尋ねください。
Allergy mark / アレルギー表示

JAPANESE FOOD SET

和風セット

Australian beef steak and rice in box set menu
オーストラリア産ステーキ重セット

※Miso soup,Salad,Small appetizer,Japanese Pickles,
※味噌汁、サラダ、小鉢、漬物付き

"NOTO" pork cutlet and rice in box set menu
能登豚のカツ重セット

※Miso soup,Salad,Small appetizer,Japanese Pickles,
※味噌汁、サラダ、小鉢、漬物付き

￥2,300

1,900

Australian beef steak and rice in box set menu

オーストラリア産ステーキ重セット

SOUPS

スープ

Beef consomme soup
◎ ビーフコンソメスープ

850

Cream corn soup
◎ コーンスープ

800

Minestrone
◎ ミネストローネスープ

800
"NOTO" pork cutlet and rice in box set menu
能登豚のカツ重セット

French onion soup
◎ オニオングラタンスープ

SIDES

1,000

サイドメニュー

Rice
◎ ごはん

380

Bread
◎ パン

380

Rice and Miso soup
◎ ごはん・お味噌汁セット

550

French fries
◎ フライドポテト

600

Menu items are subject to change based on availability of seasonal produce.
Rice is using the Ishikawa prefectural region.
Tax and service charge included.

季節により食材の一部を変更させていただく場合がございます。
石川県産のお米を使用しております。
記載の料金には税・サービス料が含まれております。

DESSERTS

デザート

ruits parfait
フルーツパフェ

1,000

Green tea parfait
抹茶パフェ

1,100

Vanilla ice cream
バニラアイスクリーム

550
Fruits parfait

フルーツパフェ

Seasonal sherbet
季節のシャーベット

550

Home made cake
ホテルメイドケーキ

320 〜

Assorted fruits
フルーツの盛合せ

1,850
Green tea parfait
抹茶パフェ

DRINK BAR

ドリンクバー

With Food Menu or Dessert
お料理またはスイーツとセットで ￥500
Menu all you can drink coffee and tea etc. /
8items + cola and juice etc. / 10items

DRINK BAR SERVED TIME

ドリンクバー提供時間

Weekday 平日
1 1:30a.m. 〜 3:00p.m. / 5:30p.m. 〜 9:00p.m.
Sat, / Sun, / Public holiday 土・日・祝日
1 1:00a.m. 〜 3:00p.m. / 5:30p.m. 〜 9:00p.m.
メニューはコーヒー、紅茶など 8 種類とコーラ、ジュースなど
ソフトドリンク 10 種類。おかわり自由

Please ask the sta if you have any food allergies and questions about the menu.
メニュー内容やアレルギー物質については、
スタッフへお尋ねください。
Allergy mark / アレルギー表示

BEVERAGE ALCHOLIC

Draft beer
生ビール

アルコールドリンク

￥950

アサヒ、キリン

Bottle beer
瓶ビール

950

BEVERAGE NON ALCHOLIC

ソフトドリンク

Coffee（hot ／ iced）
コーヒー（ホット／アイス）

650

Tea（hot ／ iced）with Lemon / Milk
紅茶（ホット／アイス） レモン、ミルク、ストレート

650

Sparkling wine（harf bottle)
シャンパン ハーフボトル

7,500

Café au lait（hot ／ iced）
カフェオレ
（ホット／アイス）

700

Sparkling wine（bottle）
スパークリングワイン

ボトル

5,000

Cola
ダイエットコーラ／コーラ

600

Sparkling wine（glass）
スパークリングワイン

グラス

900

Ginger ale
ジンジャーエール

600

1,000

Orange juice
オレンジジュース

600

Wine White（Glass） Sauvignon / Chardonnay
ワイン 白 グラス ソーヴィニヨン、シャルドネ
1,000

Grapefruit juice
グレープフルーツジュース

600

Sake（hot ／ cold）
日本酒（燗 ／ 冷）

900

Apple juice
アップルジュース

600

Shochu（barley ／ potato）
焼酎（麦／芋）

900

Oolong tea
ウーロン茶

600

Whisky
ウイスキー

900

Yuzu squash
ゆずスカッシュ

600

Whisky and soda
ハイボール

900

SUDACHI squash
すだちスカッシュ

600

Gin and tonic
ジントニック

900

Roasted green tea
加賀棒茶

600

Moscow mule
モスコミュール

900

Perrier
ペリエ

600

Campari（soda ／ orange）
カンパリ
（ソーダ／オレンジ）

900

Soda water
炭酸水

600

Cassis（soda ／ orange）
カシス
（ソーダ／オレンジ）

900

Fresh juice
しぼりたてジュース

Wine Red（glass） Merlot / Pinot noir
ワイン 赤 グラス メルロー、ピノ・ノワール

Menu items are subject to change based on availability of seasonal produce.
Tax and service charge included.

1,600

季節により食材の一部を変更させて頂く場合がございます。
記載の料金には税・サービス料が含まれております。

