
Salad and Soup
Appetizer



1,380 yen

羊肉の串焼き ローズマリーの香り
Grilled lamb meat with brochette and rosemary flavor

1,080 yen

本日のカルパッチョ TERRA Style
Carpaccio of the day "TERRA" style

1,380 yen

道産牛のローストビーフとにんじんのラペ
Hokkaido roast beef with carrot rappe

Non-pork / Non-alcohol 1280 yen

ラクレットと蟹入りじゃが芋のオーブン焼き
Potato and crab oven bake with Raclette cheese

680 yenVegan

オリーブと野菜のピクルス
Pickled olives and vegetables

1,080 yen

本日のチーズ盛り合わせ
Today's assorted cheese

Lacto-Vegetarian

1,080 yenLacto-Vegetarian

まるごと玉ねぎと北海道チーズのグラタン
Whole onion Hokkaido cheese gratin

2,380 yen

「テラ・マーテル」野菜のプラトー ラクレットのソース
"TERRA Mater" Vegetable plateau with raclette cheese sauce

Lacto-VegetarianNon-pork / Non-alcohol

1,080 yen

彩り野菜と昆布煮の生春巻き 豆乳マヨネーズ
Fresh spring rolls made with colorful vegetables, seaweed and soy mayonnaise

Vegan

580 yen

モロッコ風トマトのスープ
Moroccan-style tomato soup

Vegan

580 yen

道産豆入り キヌアと野菜のベジスープ
Quinoa and vegetable soup with Hokkaido beans

Vegan

1,180 yen

チーズたっぷりシーザーサラダ 温泉玉子をのせて
Loaded cheese ceaser salad with an hotspring egg



Meat

Fish



1,980 yen

本日のシーフードポッド 旬菜とともに
Seafood of the day with seasonal vegetable in a pod

1,480 yen

真鱈とインカの目覚めのポルトガル風グラタン
Pacific cod and potato Portuguese-style gratin

Non-pork / Non-alcohol 1,480yen

紫のポテト・シャドークイーンと北海水ダコのタパス
"Shadow Queen" purple potatoes and giant pacific octopus tapas

Non-pork / Non-alcohol 1,480 yen

シーズニングソース風味のチキン・ザンギ レモングラスの香り
Marinated chicken Zangi with lemongrass

Non-pork / Non-alcohol ハーフ 1,580 yen

2,480 yenビーフサーロインのグリル 
Grilled overseas sirloin steak

2,380yen

チキンのコロダッチ焼き
Roasted chicken in a small dutch oven

ハーフ 2,180 yen

3,680 yen道産牛サーロインのグリル
Grilled Hokkaido sirloin steak



Pasta
Galette
Burger



2,080 yen

ズワイ蟹の濃厚トマトスパゲッティ
Snow crab spaghetti in a thick tomato sauce

1,890 yen

大地のガレット 旬野菜のローストとクリームソース
Galette of the TERRA with roasted vegetable and cream sauce

Lacto-Ovo Vegetarian

Vegan 1,680 yen

ソイミートと野菜のヘルシーバーガー 
Healthy soy meat and vegetable hamburger

Non-pork / Non-alcohol

1,680 yen

新鮮野菜とスパイシーチキンバーガー 
Spicy chicken and fresh vegetable hamburger

Non-pork / Non-alcohol

1,890 yen

国産牛100%パティ チーズハンバーガー
100% Japanese beef cheeseburger

Non-pork / Non-alcohol

※そば粉を使用しております



Non-pork / Non-alcohol

Dessert デザート

Lacto-Ovo VegetarianNon-pork / Non-alcohol 890 yen

焼きとうもろこしのクレームブリュレ バニラビーンズの香り
Baked corn's crème brulee vanilla beans flavor

Non-pork / Non-alcohol  (Haskap only) 790 yen

　　Variety of sorbet (please choose 3 types)
(Huscup / Hazelnut crisp / Walnut caramel / Malakuya orange / Green tea /Lemon / Mushroom ice cream)

ハスカップ / ヘーゼルナッツ・クリスプ /  ウォールナッツ・キャラメル 
 マラクヤオレンジ / グリーンティ / レモン
　八幡平マッシュルームのアイスクリーム※期間限定

Lacto-VegetarianNon-pork / Non-alcohol 890 yen

北海道ヨーグルトのクレームダンジュ 寒天はちみつをのせて
Crème d'ange - Fluffy Hokkaido yoghurt mouse with agar honey 

メニューは安心べジマーク表示Vegetarian-friendly symbols

豚肉および豚由来の物、アルコールは含みません。

Ovo-Vegetarian

魚類・肉類を一切使用しておりません。卵は使用しております。

魚類・肉類を一切使用しておりません。乳製品と卵は使用しております。

Lacto-Ovo Vegetarian

Vegan

魚・肉類・動物性脂肪分、乳製品・卵・ハチミツ等を一切使用しておりません。

100%植物性です。
魚類・肉類を一切使用しておりません。乳製品は使用しております。

Lacto-Vegetarian

※季節や天候により、素材の産地や内
　容等、変更する場合がございます。

　 Ingredients or production region  

　may differ depending on the season

　or weather.

※表示しております価格は税込となります

　The displayed price includes tax.

For Children

1,780 yen

お子様コロダッチ

Children's menu in small dutch oven

スープ / サラダ / 海老フライ / ポテトフライ / シーフードグラタン 

ミニハンバーグ / オムライス / パスタ / アイスクリーム / オレンジジュース

※ 大豆、卵、小麦、海老、乳（そば コンタミ)が含まれています。

シャーベットいろいろ（3種お選びください）

八幡平マッシュルームのアイスクリーム

軽くソテーして香ばしさを出し、
香りを引き立たせたマッシュルームのピュレと

濃厚な生クリームをリッチに合わせて
芳醇なアイスクリームを作りました。
とろけるような舌触りは絶品です。



GLAMPING DINNER SET

2023
WINTER
MENU

It is a set menu with a lot of seasonal ingredients
 that the chef was particular about

4,400 YEN

真鯛のカルパッチョ 道産ビーツと昆布のアソルティ 
　Carpaccio of Sea Bream with Hokkaido Beetroot and Kelp
                        

栗山町 さらさらレッドと冬野菜のオニオンスープ チーズのクリスティアン 
　Winter Vegetable Onion Soup made with 
　　Sarasara Red Onion from Kuriyama Town served with Crispy Cheese
                        

仔羊肩ロース肉のロースト マスタードを効かせたピカントソースで 
　Roasted Shoulder of Lamb with Mustard-infused Picante Sauce               

Chef おすすめデザート
　Chef's Recommended Desserts ※上記メニューは季節や天候により素材の産地や内容等を変更する場合がございます。 ご了承くださいませ。
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