
in room dining
by Villa LUPICIA

山の幸と海の幸が集まるニセコのヴィラルピシア レストランより
温かいお食事のケータリングサービスです。

La villa LUPICIA offers a gourmet experience in Niseko. 
Enjoy our exquisite dishes, artisan bread and gourmet food 

made from fresh Hokkaido produce in the comfort of your room. 

ヴィラ ルピシアvillalupicia

ヴィラ ルピシア　Villa LUPICIA
北海道虻田郡倶知安町字樺山58-5   ℡ 0136-21-6818

58-5 Aza Kabayama, Kutchan-cho, Abuta-gun, Hokkaido

ご注文・ご予約受付　080-5000-5558
受付時間　9：00 AM  to  9：00 PM

ダージリン・ザ セカンドフラッシュ　
DARJEELING THE SECOND FLUSH　¥700
アッサム・カルカッタオークション　
ASSAM CALCUTTA AUCTION　¥600
ユニオンジャック　
UNION JACK　¥600

紅茶　Black teas

緑茶　Green teas

フレーバード紅茶　Flavoured black teas

烏龍茶　Oolong tea

デカフェ＆ハーブ　Decaf & herbal teas

ソフトドリンク　Soft drinks

ルピシアのお茶　LUPICIA's teas

サンペレグリノ　Sanpellegrino 750ml　¥1,000
ペリエ　Perrier 750ml　¥1,000
コーラ　Coke 190ml　¥500

ジンジャーエール　Ginger Ale 190ml　¥500

ホット /アイス
please choose hot or iced

How to order
Call us at 080-5000-5558 between 9：00 AM  to  9：00 PM

お支払い　現金 / クレジットカード
Payment　Cash / Major credit cards are accepted.

アールグレイ　
EARL GREY　¥600
アップルティー　
APPLE TEA　¥600
ロゼ ロワイヤル　
ROSE ROYAL　¥700

知覧 ゆたかみどり　
Sencha "Chiran"　¥600
信楽 熟成ほうじ茶　
Houjicha "Shigaraki"　¥600

白桃烏龍 極品
Momo oolong super grade　¥800

デカフェ・アールグレイ　
DECAF EARL GREY　¥600
デカフェ・アップルティー　
DECAF APPLE TEA　¥600
ピッコロ　
PICCOLO　¥600
ヤミー　
YUMMY　¥600
ルイボス レモン　
ROOIBOS LEMON　¥600
スウィートドリームス！　
SWEET DREAMS!　¥600

ヴィラ ルピシア レストランのインルームダイニング

※ご注文は 3,000 円以上から承ります。
※パーティー予約も承ります。詳細はお問い合わせください。

Minimum order amount is above 3,000 yen.
We can arrange party menus. Please contact us for details.

イギリス紅茶の味を再現したオリジナルブレンド
British style robust black tea is perfect to enjoy with milk

白桃の香りをつけた上質な台湾烏龍茶
Finest Taiwanese oolong tea with white peaches

スパークリングワインの香りに重なるイチゴの甘い香り
Black tea with enchanting flavours of sparkling wine and strawberry

ハニー、ベリー、アプリコットが甘くやさしく香るルイボス
rooibos tea with honey and berry flavoured

ストロベリーとバニラの香りをブレンドした、やさしい飲み口のルイボス
rooibos tea with strawberry and vanilla flavour

爽やかなレモンの香りのルイボス
rooibos tea with lemon flavour

カモミールとジンジャーにドライアップルをブレンド
chamomile and apples



朝食 　Breakfast

アラカルト 　A la carte

￥2,800

フルーツ / ヨーグルト / グラノーラ / ボイルドエッグ / 自家製ハム /生ハム /サーモンマリネ
シーザーサラダ /自家製パン（ジャム、チーズと共に） / お茶またはコーヒー

Fruit / Yogurt / Granola / Boiled egg / Homemade ham / Uncured ham / Gravadlax
Caesar salad / Homemade bread with jam and cheese / Freshly brewed tea or coffee

前日の 21：00 までにご予約をお願いいたします。
Please make a reservation by 9 PM of the day before.

予約制
By reservation only

洋風前菜盛り合わせ 4種　Assorted 4 Western appetizers 　　　
スペイン産生ハム 100g　Jamón Serrano (100g) 　　　
チーズ盛り合わせ パン付き　Cheese platter with bread　　　 
イタリア産キャビア 50g ブリニ付　Italian caviar (50g) with blinis 　　　　　
レッドキャビア 50g ブリニ付　Red caviar (50g) with blinis　　　 
US牛サーロインステーキ 250g 温野菜添え American sirloin steak with vegetables
ビーフハンバーグステーキ 温野菜添え Beef hamburger steak with vegetables
チキンステーキ　Chicken steak with vegetables
ビーフカレー ライス付き　Beef curry with rice
ベジタリアンカレー ライス付き　Vegetarian curry with rice
ラザニア　Lasagne
ベーコンとトマトのスパゲティー　Spaghetti with tomato and bacon
クラブハウスサンドウィッチ　Clubhouse sandwich 　　　
自家製パン盛り合わせ　Bread basket
ライス　Plain steamed rice

・・・・・・・・・・・・・・¥3,200
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥3,500

・・・・・・・・・・・・・・・・¥3,500
・・・・・・・・・¥15,000

・・・・・・・・・・・・・¥10,000
・・・・¥5,000
・・・¥2,800

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥2,000
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥2,500

・・・・・・・・・・・・¥2,500
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥2,000

・・・・・・・¥2,000
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥2,400

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥1,000
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥500

・・・・・・・・・・・・・・・¥3,200
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥2,400

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥2,800
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥2,000

・・・・・・・・・・・・・・・・¥1,000
・・・・・・・・・・・¥1,000

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥1,200

・・・・・・・・・・・・・・・・¥600
・・・・・・・・・・・・・・¥600

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥1,500
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥2,000

配達時間 Delivery hours   7：00 to 9：00 AM

配達時間 Delivery hours   3：00 to 10：00 PM

Western choices

Asian choices
中華前菜盛り合わせ 4種　Assorted 4 Chinese appetizers 
寿司 8貫　Sushi ( 8 pieces ) 
海老のチリソース煮　Prawns in chill sauce 
四川麻婆豆腐　Sichuan mabo tofu 
焼餃子（仔羊）５個　Pan-fried lamb dumpling ( 5 pieces ) 
トマトとレタスの炒飯　Stir-fried rice with tomato and lettuce 
海鮮焼きそば　Seafood stir-fried noodles 

Desserts
ガトーフレーズ ニセコ Strawberry sponge cake NISEKO
紅茶とチョコレートのムース Black tea & chocolate mousse
自家製スイーツ盛り合わせ Assorted desserts 
生チョコレート Chocolate ganache

Champagne
Selection　¥6,000

Champagne Henry Alain Brut　¥6,200

Rosé D'assemblage　¥6,500

White wines
Bourgogne, Château Grand Village Bordeaux Supérieur blanc 2013　¥5,000

Loire, Château du Hureau Saumur Blanc Argile　¥5,300

Bourgogne, Domaine A et P de Villaine Bouzeron Aligoté 2014　¥5,500

Bourgogne, Domaine Robert Denogent Macon Villages Les Sardines 2014　¥5,500

Bourgogne, Dominique Lafon Bourgogne Blanc 2013　¥5,800

Bourgogne, Domaine Denogent Mâcon Fuissé Les Taches 2013　¥5,800

Bourgogne, Domaine du Cellier aux Moines Givry 1er Cru 2013　¥6,500

Bourgogne, Domaine Lorenzon Mercurey Pièce 13 2012　¥11,000

Red wines
Bordeaux, Château Grand Village Bordeaux Supérieur 2012　¥5,000

Beaujolais, Château Thivin Côtes de Brouilly La Chapelle 2012　¥5,300

Domaine Gaillard Saint Joseph 2012　￥5,300

Bordeaux, Pessac Léognan Etiquette Legrand Château Haut Bailly 2010　¥6,500

Bordeaux, Château des Eyrins Margaux 2011　¥7,000

Bordeaux, Château Sénéjac Haut Médoc 2013　¥10,000

Bordeaux, Château Latour Le Pauillac de Latour 2008　¥17,000

Bourgogne, Domaine Denis Mortet Gevrey Chambertin Vieilles Vignes 2008　¥17,000

酒 Sake　
千歳鶴 北海道限定 純米吟醸 720ml　Hokkaido limited Chitose-tsuru Junmai Ginjo　¥5,000

男山 北海道限定 特別純米 720ml　Hokkaido limited Otokoyama Special Junmai　¥5,000

 

ウイスキー　Whisky
余市 NV 700ml　Yoichi NV　¥10,000

響 NV 700ml　Hibiki NV　¥12,000

 

ロックアイス　Ice　¥500

料理写真は一例です。写真と実物が異なることがあります。 
Provided images are for reference purposes only. 
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＊パンまたはライスをお付けします。ご注文時にお選びください。 
　With your choice of rice or bread


