
『和乃八窓庵』 店名の由来

当店の窓から中島公園を見下ろすと、まるで庭の様に位
置する日本庭園。その一角にたたずむ国指定重要文化財
である日本家屋『八窓庵』に、当店の店名は由来しています。

『八窓庵』は400年余り前に、茶人・小堀遠州が滋賀県長
浜市に建てたと伝えられる茶室です。
その後、札幌の実業家が大正8年（1919年）に札幌に移
築し、その際に新たに三分庵などの茶室が付設され、現在
の姿となりました。

小堀遠州は、「多能なる天才」といわれ、徳川幕府の作事
奉行として築城・築庭で名を挙げ、品川東海寺や水口御
殿など、多くの作品を残しています。



WAGYU SIRLOIN SHABU-SHABU COURSE WITH ABALONE STEAK
■北海道満喫「茹でたて活毛蟹・活アワビ・黒毛和牛コース」（しゃぶしゃぶ）

¥22,000
前　菜 茹で立て活毛蟹　蟹酢添え

蒸し物 北海道玉葱の小茶碗蒸し
 生雲丹添え
 チーズ　焼き餅
 柚子胡椒餡掛け

刺　身 鮮魚三種盛合せ
 牡丹海老　活帆立貝　など
 添え一式　山葵　加減醤油

焼　物 活あわびステーキ
 焼き野菜添え　
 焦がしバター醤油

メイン A4 黒毛和牛サーロインしゃぶしゃぶ
 旬菜色々　薬味色々　
 自家製胡麻ダレ　ポン酢
 白ご飯（香の物　椀）　
 又は　北海道熟成玉子麺
 
水菓子 季節の物

前菜 水煮活毛蟹（付蟹醋）

清蒸料理 洋蔥蒸蛋羹
 海膽、芝士、麻糬
 柚子胡椒醬

生魚片 3種鮮魚刺身拼盤
 牡丹蝦、扇貝 等
 芥末、醬油

燒烤食物 香煎鮑魚
 烤蔬菜、焦香黃油醬油

主菜 A4黑毛和牛西冷涮涮鍋
 時令蔬菜、調味品
 芝麻醬、柚子醋
 白米飯（付小菜） 或 
 北海道熟成雞蛋麵
 
甜點 季節性甜點

需在3天前的12:00之前預約3日前の12時までに要予約 需在3天前的12:00之前預約3日前の12時までに要予約

WAGYU SIRLOIN SHABU-SHABU COURSE
■北海道海鮮と黒毛和牛選べるコース（しゃぶしゃぶ）

¥15,000
前　菜 毛蟹塩茹で　蟹酢添え
 蒸しあわび香味焼き
 マッシュルーム　青菜

蒸し物 北海道玉葱の小茶碗蒸し
 生雲丹添え
 チーズ　焼き餅
 柚子胡椒餡掛け

刺　身 鮮魚三種盛合せ
 牡丹海老　活帆立貝
 フレッシュサーモンなど
 添え一式　山葵　加減醤油

メイン A4 黒毛和牛サーロインしゃぶしゃぶ
 旬菜色々　薬味色々　
 自家製胡麻ダレ、ポン酢
 白ご飯（香の物　椀）
 又は　北海道熟成玉子麺

水菓子 季節の物

前菜 水煮活毛蟹（付蟹醋）
 風味烤鮑魚、蘑菇、蔬菜

清蒸料理 洋蔥蒸蛋羹
 海膽、芝士、麻糬
 柚子胡椒醬

生魚片 3種鮮魚刺身拼盤
 牡丹蝦、扇貝、三文魚 等
 芥末、醬油

主菜 A4黑毛和牛西冷涮涮鍋
 時令蔬菜、調味品
 芝麻醬、柚子醋
 白米飯（付小菜） 或 
 北海道熟成雞蛋麵
 
甜點 季節性甜點

お鍋のダシ汁にお肉を数秒くぐらせて、たれ（ごまだれ又はポン酢）をつけてお召し上がりください。
柔らかい和牛の旨味をたのしむために、熱しすぎないのがポイントです。
將肉放進鍋裡的高湯中浸幾秒鐘，然後蘸上醬汁（芝麻醬或柚子醋）享用。
請不要把肉過分燙煮，這樣您可以品嚐到和牛鮮嫩的味道。

しゃぶしゃぶの
美味しい食べ方
HOW TO EAT

※2位及以上人數可預約。
※2名様より承ります。

※同一預約的客人請選擇相同的菜單。
※グループにつき同一メニューのご注文をお願いいたします

※圖片中的涮涮鍋食材和毛蟹是兩人份，其他菜品是一人份。
※写真の鍋の具材と毛蟹は二人前、その他の料理は一人前のものとなります

※2位及以上人數可預約。
※2名様より承ります

※同一預約的客人請選擇相同的菜單。
※グループにつき同一メニューのご注文をお願いいたします

※圖片中的涮涮鍋是兩人份。
※写真のお鍋は二人前です

※掲載料金は一人前料金（サービス料込・税込）です。 ※当店のお米は北海道産ゆめぴりかを使用しております。
※写真はイメージです。 ※料理内容は一部変更になる場合があります。

※所示價格為一位的價格（包含服務費和稅費）。 ※我們使用北海道產的Yumepirika大米。
※圖片僅供參考。 ※料理內容可能會發生變化。



WAGYU SIRLOIN SUKIYAKI COURSE WITH ABALONE STEAK
■北海道満喫「茹でたて活毛蟹・活アワビ・黒毛和牛コース」（すき焼）

¥22,000
前　菜 茹で立て活毛蟹　蟹酢添え

蒸し物 北海道玉葱の小茶碗蒸し
 生雲丹添え
 チーズ　焼き餅
 柚子胡椒餡掛け

刺　身 鮮魚三種盛合せ
 牡丹海老　活帆立貝　など
 添え一式　山葵　加減醤油

焼　物 活あわびステーキ
 焼き野菜添え　
 焦がしバター醤油

メイン A4 黒毛和牛サーロインすき焼
 焼き野菜　とまと　玉子
 白ご飯（香の物　椀）
 又は　うどん
 
水菓子 季節の物

前菜 水煮活毛蟹（付蟹醋）

清蒸料理 洋蔥蒸蛋羹
 海膽、芝士、麻糬
 柚子胡椒醬

生魚片 3種鮮魚刺身拼盤
 牡丹蝦、扇貝 等
 芥末、醬油

燒烤食物 香煎鮑魚
 烤蔬菜、焦香黃油醬油

主菜 A4黑毛和牛西冷壽喜燒
 蔬菜、西紅柿、雞蛋
 白米飯（付小菜） 或 烏冬麵
 

甜點 季節性甜點

WAGYU SIRLOIN SUKIYAKI COURSE
■北海道海鮮と黒毛和牛選べるコース（すき焼）

¥15,000
前　菜 毛蟹塩茹で　蟹酢添え
 蒸しあわび香味焼き
 マッシュルーム　青菜

蒸し物 北海道玉葱のスープ蒸し
 生雲丹添え
 チーズ　焼き餅
 柚子胡椒餡掛け

刺　身 鮮魚三種盛合せ
 牡丹海老　活帆立貝
 フレッシュサーモンなど
 添え一式　山葵　加減醤油

メイン A4 黒毛和牛サーロインすき焼
 焼き野菜　とまと　玉子
 白ご飯（香の物　椀）
 又は　うどん

水菓子 季節の物

前菜 水煮活毛蟹（付蟹醋）
 風味烤鮑魚、蘑菇、蔬菜

清蒸料理 洋蔥蒸蛋羹
 海膽、芝士、麻糬
 柚子胡椒醬

生魚片 3種鮮魚刺身拼盤
 牡丹蝦、扇貝、三文魚 等
 芥末、醬油

主菜 A4黑毛和牛西冷壽喜燒
 蔬菜、西紅柿、雞蛋
 白米飯（付小菜） 或 烏冬麵

 
甜點 季節性甜點

甘じょっぱい特製ダレで煮込んだ具材を鍋から取り、溶いた生卵につけてお召し上がりください。
特製ダレが染み込んだ肉と卵が合わさり、まろやかにお召し上がりいただけます。
甜鹹口特製調料汁煮入味的壽喜燒料理，請蘸上打散的生雞蛋後享用。

すき焼の
美味しい食べ方
HOW TO EAT※掲載料金は一人前料金（サービス料込・税込）です。 ※当店のお米は北海道産ゆめぴりかを使用しております。

※写真はイメージです。 ※料理内容は一部変更になる場合があります。
※所示價格為一位的價格（包含服務費和稅費）。 ※我們使用北海道產的Yumepirika大米。

※圖片僅供參考。 ※料理內容可能會發生變化。

需在3天前的12:00之前預約3日前の12時までに要予約

※2位及以上人數可預約。
※2名様より承ります。

※同一預約的客人請選擇相同的菜單。
※グループにつき同一メニューのご注文をお願いいたします

※圖片中的壽喜燒食材和毛蟹是兩人份，其他菜品是一人份。
※写真の鍋の具材と毛蟹は二人前、その他の料理は一人前のものとなります

※2位及以上人數可預約。
※2名様より承ります

※同一預約的客人請選擇相同的菜單。
※グループにつき同一メニューのご注文をお願いいたします

※圖片中的壽喜燒是兩人份。
※写真のお鍋は二人前です

需在3天前的12:00之前預約3日前の12時までに要予約



※掲載料金は一人前料金（サービス料込・税込）です。 ※当店のお米は北海道産ゆめぴりかを使用しております。
※写真はイメージです。 ※料理内容は一部変更になる場合があります。

※所示價格為一位的價格（包含服務費和稅費）。 ※我們使用北海道產的Yumepirika大米。
※圖片僅供參考。 ※料理內容可能會發生變化。

HOKKAIDO COURSE

北海道の珍味を始め、毛蟹の刺身、いくらなど
北海道の食材をふんだんに使った北海道満喫コースです。

■北海道味めぐりコース

¥12,000
・前菜　・揚げ物　・蒸し物　・焼物　・食事　・水菓子
前菜、炸物、蒸食、烤物、飯菜、甜點

OMAKASE HASSOUAN COURSE

北海道を始め、全国から旬の食材を取り寄せコース料理に仕立てます。
ご要望に合わせてご用意いたしますのでご相談ください。
所有料理使用日本全國時令食材進行烹飪
我們會根據您的要求準備套餐

所有料理使用北海道產上等食材，毛蟹刺身，鮭魚子等

■おまかせ八窓庵コース

¥10,000 / ¥13,000 / ¥16,000
¥20,000 / ¥25,000

需在2天前的12:00之前預約2日前の12時までに要予約

需在3天前的12:00之前預約3日前の12時までに要予約



先　付 琥珀ジュレ掛け
 蒸しあわびと車海老　お多福豆
 鱒の香味焼き
 根曲り竹赤味噌焼き

椀 吉野仕立て
 活鮎魚女葛叩き　翡翠茄子　ズッキーニ　梅肉

生替り 大牡丹海老　海水生雲丹
 山葵　加減醤油　あしらい一式

揚げ物 太刀魚黄金揚げ
 ホワイトアスパラ　美味出汁

焼　物 和牛のロースト
 グリーンアスパラ　インカのめざめ
 果実ソース　トリュフ塩

ご　飯 釜炊きごはん
 桜海老

留　椀 袱紗味噌仕立て

水菓子 赤肉メロンジュースとブランマンジェ

前菜 清蒸鮑魚、蝦、蠶豆
 風味鱒魚
 味噌烤竹筍

湯 海鮮湯
 六線魚、茄子、櫛瓜、梅子

刺身 大牡丹蝦、海膽
 芥末、醬油

炸物 白帶魚天婦羅
 白蘆筍

烤物 烤和牛肉
 綠蘆筍、馬鈴薯

主食 炊飯
 櫻花蝦

味噌湯

甜點 哈蜜瓜汁、牛奶凍

※掲載料金は一人前料金（サービス料込・税込）です。 ※当店のお米は北海道産ゆめぴりかを使用しております。
※写真はイメージです。 ※料理内容は一部変更になる場合があります。

※所示價格為一位的價格（包含服務費和稅費）。 ※我們使用北海道產的Yumepirika大米。
※圖片僅供參考。 ※料理內容可能會發生變化。

OBANBURUMAI COURSE

四季の旬の食材を堪能できる季節のコース

■大盤振舞コース

¥8,000

四季時令食材尊享套餐

需在1日前的12:00之前預約前日の12時までに要予約

2023年5月1日（月）から6月30日（金）まで
May 1, 2023 to June 30, 2023



※掲載料金は一人前料金（サービス料込・税込）です。 ※当店のお米は北海道産ゆめぴりかを使用しております。
※写真はイメージです。 ※料理内容は一部変更になる場合があります。

※所示價格為一位的價格（包含服務費和稅費）。 ※我們使用北海道產的Yumepirika大米。
※圖片僅供參考。 ※料理內容可能會發生變化。

需在1日前的12:00之前預約前日の12時までに要予約

北海道の旬を味わう特別コース料理です 
お好みに合わせてお献立を作らせていただきます

HOKKADO ZANMAI COURSE
■北海道三昧コース

¥16,000 / ¥20,000 / ¥25,000
・前菜　・椀　・造り　・本日の鮮魚　・温物　・揚げ物　・焼物　・ご飯　
・留椀　・水菓子
前菜、湯、刺身、今日鮮魚、熱菜、炸物、烤物、米飯、味噌湯、甜點

需在2日前的12:00之前預約2日前の12時までに要予約

※菜單和圖片上的料理參考價格是 2,200日圓。

※メニュー・写真は¥2,200のイメージです。

OKOSAMA ZEN （a meal specially for children）
■和食お子様膳

¥2,200 / ¥3,300
・若鶏ザンギ　・海老フライ　・敷きレタス　・トマト　・ハンバーグ　・じゃが芋バター　
・ブロッコリー　・出汁巻玉子　・季節の焼き魚　・蟹のしゅうまい　・薩摩芋甘煮
・俵御飯（3貫）　海苔玉　・五目茶碗蒸し（海老　鶏　椎茸など）　・味噌汁　・アイスクリーム
炸雞、炸蝦、萵苣、西紅柿、漢堡肉、黃油土豆、西蘭花、玉子燒、烤魚、蟹肉燒麥、甘薯、飯糰、
五味蒸蛋羹（蝦，雞，香菇等）、味噌湯、冰淇淋

北海道時令之味特色料理套餐。
我們將根據您的口味訂製菜單。


