
 2階 メルト バー&グリル Melt Bar & Grill, Lunch                                                    .           

 バー＆グリル メルトでは、～テイストオブヨーロピアン～をメインテーマにイタリアン、スパニッシュ、フレンチランチブッフェをお楽し 

みいただけます。スキー、スノーボードでお腹がすかせたランチタイムにたっぷりお召し上がりください。 

 食後にはヨーロピアン テイストのホテル特製のスィーツもお楽しみください。 

営業時間:  ランチ 11:30 - 15:00（ラストオーダー14:30）  

料金:  大人 2、240円(2,661 円) お子様（小学生）1、120円(1,331円)   
The main theme of lunch buffet at The Bar & Grill Melt is “Taste of Europe” and we serve Italian, Spanish and French food & sweets. 

Lunch: 11:30 - 15:00（Last Order 14:30）  

Adults: 2,240yen (2,661yen) Child (Up to 6 years old) 1,120yen (1,331yen) 

 

 2階 日本料理 レン Ren, Lunch                                                                         .  

 【シサム】定番メニューの真狩ハーブポークのカツカレー、ハンバーグ御膳、そばなど雪遊びで冷えた身体を温めるメニューを 

  ご用意しております。スキースノーボードの合間にゆっくりランチをお楽しみください。 

ランチ: 11:30 - 15:00（ラストオーダー14：30）   ディナー: 17：00 - 22:00（ラストオーダー21：30） 
Sisam is a Japanese restaurant where you can enjoy Makkai herb pork cutlet on Curry rice, Beef patty (Minced Beef Steak) comes with rice & 

miso soup, Soba noodle in a hot soup etc.. 

   Lunch: 11:30 - 15:00（Last Order 14：30）  Dinner: 17：00 - 22:00（Last Order 21：30） 

 

 【ピルカ】国産和牛と真狩ハーブポークのハンバーグコース、ビーフ、シーフードや地場特産野菜などを生かしたコースメニュー  

  を目の前で調理する醍醐味をお楽しみください。 

ランチ: 11:30 - 15:00（ラストオーダー14：30）   ディナー: 17：00 - 22:30（ラストオーダー22：00） 
Pirka is a Teppanyaki restaurant and our Teppanyaki chefs offer the course with Wagu beef & Makkari Pork Patty (Minced Beef & Pork Steak)  

and the course with beef, seafood & local vegetables. 

  Lunch: 11:30 - 15:00（Last Order 14：30） Dinner: 17：00 - 22:30（Last Order 22：00） 

 

【レラ】お寿司食べ放題をご用意しております。旬で活きの良い魚貝を熟練の寿司職人が握ったお寿司をたくさんお召し   

  上がりください。 

  ランチ:  11:30 - 15:00（ラストオーダー14：00） 

料金:  大人 2,800円(3,326 円)    
Rera is a Sushi restaurant and our Sushi chefs offer “Sushi all you can eat” and “Sushi a la carte” with fresh fish & seafood. 

  Lunch 11:30 - 15:00（Last Order 14：00） 

  Adults 2,800yen (3,326yen)  

 

 2階 エゾパブ EZO pub, Lunch                                                      .          

木のぬくもりを感じさせる内装やベンチシート、焼きたてのピザ、オリジナルハンバーガーその他スナックメニューを取り揃えカジュ 

アルで楽しい雰囲気のランチタイムをお過ごしいただけます。 

ランチ:  11:30 - 17:00（ラストオーダー17:00） 
Ezo pub is a casual pub with the interiors you can feel the warmth of wood. We offer freshly baked pizza, original hamburgers and some 

refreshments. 

  Lunch: 11:30 - 17:00（Last Order 17:00） 

 

 1階 バー&ラウンジ フレーム                                                                                                      . 

9:00 - 21:00 

 山麓レストラン ルックアウトカフェ                                                                         . 

10:30 - 15:30（Last Order 15:00）    
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 2階 メルト バー&グリル    Melt Bar & Grill, Dinner                                                .           

バー＆グリル メルトでは、～テイストオブヨーロピアン～を メインテーマにイタリアン、スパニッシュ、フレンチディナーブッフェを日替わりでお楽しみいた 

だけます。ジャズのライブパフォーマンスを BGM に羊蹄山の眺望を楽しみながら、厳選された食材のアラカルトメニューをお召し上がりいただけます。 

朝食:   6:30 - 10：30, ランチ 11:30 - 15:00（ラストオーダー14：30）    

ディナー:  17：30 - 22:00（ラストオーダー21：30） 
The main theme of dinner buffet at The Bar & Grill Melt is “Taste of Europe” and we serve Italian, Spanish and French food and we also offer a la carte dishes for 
dinner. Please enjoy our specials with the view of Mt. Yotei listening to the jazz live performance. 

Breakfast: 6:30 - 10：30, Lunch 11:30 - 15:00（Last Order 14：30）    
Dinner:   17：30 - 22:00（Last Order 21：30） 

 2階 日本料理 レン     Ren, Dinner                                                                    . 

【シサム】地場の食材を生かした小鍋を中心にした 3 種のセットメニュー、国産和牛のシャブシャブなど多彩なアラカルトをお楽しみいただ 

けます。  ランチ: 11:30 - 15:00（ラストオーダー14：30）   ディナー: 17：00 - 22:00（ラストオーダー21：30） 
Sisam is a Japanese Restaurant and we offer 3 kinds of set menu with a main dish of small hot pot, Wagyu shabu shabu and a la carte dishes. 

Lunch: 11:30 - 15:00（Last Order 14：30） Dinner 17：00 - 22:00（Last Order 21：30） 

 

【ピルカ】最高級ビーフ、シーフードや地場特産野菜などを生かした 3 コース、目の前で調理する醍醐味をお楽しみください。 

ランチ: 11:30 - 15:00（ラストオーダー14：30）   ディナー: 17：00 - 22:30（ラストオーダー22：00） 
Pirka is a Teppanyaki restaurant and we offer 3 different courses with the premium beef, seafood and the local vegetables. 

Lunch: 11:30 - 15:00（Last Order 14：30） Dinner 17：00 - 22:30（Last Order 22：00） 

 

【レラ】旬で活きの良い魚貝を熟練の寿司職人が揃える 3 コースまたはお好みで、その日取れたてのネタで握ります。 

  ディナー: 17：00 - 22:30（ラストオーダー22：00） 
Rera is a Sushi restaurant and our Sushi chefs offer 3 different courses and a la carte sushi with fresh fish & seafood from the fish market every day. 

Dinner: 17：00 - 22:30（Last Order 22：00） 

 3階 羊蹄    Yotei Buffet, Dinner                                                                     .       

大きな窓から羊蹄山を臨む開放的なレストラン、種類豊富なアジアンスタイルのブッフェ、特設お子様もコーナーも充実の家族で楽しめる雰囲気でお食事 

が楽しめます。 朝食:   6:30 - 10：30  

  ディナー: 17：00 - 21:30（ラストオーダー21：00） 
Yotei is a buffet restaurant overlooking the Mt. Yotei from the large window and this is the restaurant where you can enjoy variety of Asian food. Good atmosphere 
for families and we offer the kids’ corner for your children. 

  Breakfast: 6:30 - 10：30 Dinner 17：00 - 21:30（Last Order 21：00） 

【アンヌプリ 鍋ブッフェ】 

新鮮な魚介類を数種類のスープからお好みでポークや牛肉もシャブシャブで食べ放題、追加料金で国産和牛のシャブシャブもご堪能 

いただけます。 

  ディナー: 17：00 - 21:30（ラストオーダー21：00） 
Annupri is a Hot Pot Buffet restaurant and we offer Seafood Hot Pot with different kinds of soup or Shabu Shabu Hot Pot. We also have an upgraded menu of 
Wagyu Shabu Shabu with an extra fee. 

Dinner: 17：00 - 21:30（Last Order 21：00） 

 

 1 階 バー&ラウンジ フレーム                                                                                                                                   . 

9:00 - 21:00 

 2 階 エゾパブ                                                                                                                    .           

Lunch 11:30 - 15:00（Last Order 14：30） Dinner 17：00 – 22:30（Last Order 22：00） 

 山麓レストラン                                                                                                                                                      . 

10:30 - 15:30（Last Order 15:00）    
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