
Ｃａｆé ＆ Restaurant

MARINA

ディナー限定 ：ディナータイム(17:00～21:30(L.O.21:00))

限定販売



オホーツク紋別

ホワイトカレー ￥1,100
※季節により食材は変更することがございます

オホーツクパレス特製

ビーフバーガー（単品） ￥600

カニ、エビ、ホタテのだし汁で作って

いるので、濃厚な旨味が楽しめます。

白いルウの上にはふわふわの卵白を

のせ流氷に。

ガリンコ号は赤ピーマン。アスパラは
オホーツクタワーに見立てました。

道産牛を100%使用して作ったハンバーグを、

フォカッチャで作ったバンズで挟んだ

バーガー。

オホーツク紋別ご当地グルメ

＆ おすすめメニュー

※当店は全て税込価格で表示しています

オホーツクパレス特製

ビーフバーガー（Aセット） ￥840

オホーツクパレス特製

ビーフバーガー（Bセット） ￥990

セット内容：オホーツクパレス特製ビーフバーガー

フライドポテト

チキンナゲット

セット内容：オホーツクパレス特製ビーフバーガー

フライドポテト

チキンナゲット

チョイスドリンク 1杯

＜チョイスドリンク＞

・アイスコーヒー/ホットコーヒー/

ウーロン茶/オレンジジュース

コーラ/ジンジャーエール/

メロンソーダ



夜
の

マリーナ御膳
￥2,400 (税込)

(税込)￥1,950

<セット内容>

・カニ雑炊 ・カニ甲羅揚げ

・刺身 ・帆立バター焼き

・味噌汁/香の物/サラダ

<セット内容>

・海鮮丼
※仕入状況により、
内容は変更になる場合が、
ございます。

・味噌汁

・香の物

海鮮丼



五目あんかけ焼きそば
Ankake-yakisoba

￥1,05０ （スープ付）

ホテルの一番人気メニュー

Japanese
和食メニュー

ズワイ蟹と海老の
天婦羅定食

crab & shrimp Tempura set

￥１，80０

刺身定食
Sashimi set

￥２，10０

ロースかつ定食
Tonkatsu set

￥１，70０

はまゆう(オホーツクパレス特製弁当)
Palace special Bento

￥１，８5０

海老天丼
shrimp Tendon

￥１，２００

ロースかつ丼
pook Katsudon

￥1,05０



海鮮ドリア
seafood doria

￥1,250 （スープ付）

むかし風オムライス
omelette rice

￥900 （スープ付）

ケチャップのはお好みの量で

Western Food
洋食メニュー

小エビとホタテの

シーフードカレー
seafood curry

￥１，2００ （サラダ付）

ポークロース

カツカレー
pook Katsu-curry

￥１，2００ （サラダ付）

カレーの定番はとんかつ

■ カレーライス （サラダ付） curry-rice ￥800

カニピラフで作りました

魚介のうま味を堪能

ミックスピザ
MIXpizza

￥950

マヨコーンピザ
mayonnaise & corn pizza

￥800



カットステーキ＆カキフライ
cut steak & fried oysters

エビフライ＆ハンバーグ
deep-fried shrimps & hamburg steak

おすすめ
の

セット

・ ハンバーグステーキ

・ カットステーキ

・ エビフライ

上記のほかにも５種類の中からお好みの２種類をお選びいただけます

Iron plate set ¥1,400

鉄板焼きプレートセット
２品選べる

ライス ・コンソメスープ ｏｒみそ汁 ・サラダつき

カキフライ

・ 骨付きソーセージ



ハンバーグステーキ（170g）
（和風ソースまたはデミグラスソース）

Ａセット：スープ、サラダ、ライスまたはパン
Ｂセット：スープ、サラダ、ライスまたはパン、コーヒーまたは紅茶

Steak & Hamburg
ステーキ＆ハンバーグ メニュー

牛ロースステーキ（150g）
（和風ソースまたはデミグラスソース）

※当店は全て税込価格で表示しています

単品 ¥1,000
Aセット ￥1,370
Bセット ￥1,530

単品 ￥1,600
Aセット ￥1,970
Bセット ￥2,130

道産交雑牛ステーキ（200g）
（和風ソースまたはデミグラスソース）

単品 ￥3,000
Aセット ￥3,370
Bセット ￥3,530



Pasta & Light meal menu
パスタ＆軽食 メニュー

オホーツクの白いペスカトーレ（スープ付） ￥１，50０
pescatore

海の幸がたっぷりの海鮮パスタ

鉄板焼きナポリタン（スープ付） ￥850
napolitan

みんなの大好きナポリタン

鉄板焼きミートソース（スープ付） ￥80０
meat sauce

パスタの定番

ミックスサンド ￥650

mix sandwiches

コーンスープ（カップ） ￥400
corn soup

¥550 ¥600

Kids menu この商品は
サービス品につき、
成人の方のご注文は
ご遠慮ください

¥350



※当店は全て税込価格で表示しています

A la carte
アラカルトメニュー

・枝豆 ---------------------- ￥40０

・紋別産天ぷらかまぼこ ------ ￥6００

・タコの唐揚げ -------------- ￥60０

・お刺身４点盛り ---------- ￥１，５００

・ホタテのバター焼き -------- ￥80０

・鶏竜田揚げ ------------ ￥６5０

・おつまみ３点盛り ---------- ￥650

・ポテトフライ -------- ￥40０

ほたてバター焼き

おつまみ3点盛り

ディナー限定



バニラぜんざい ¥580

パンケーキ ￥600

・本日のケーキ ￥580

・アイスクリーム 各￥380
(バニラ/イチゴ/チョコ)

※当店ではすべて税込価格で表示しております

Desert＆ Drink

仕入れの状況により、食材が多少異なる場合がございます

キャラメルナッツパフェ

コーヒー(ホット・アイス) ¥450

ウィンナーコーヒー ¥510

カフェオレ(ホット・アイス) ¥520

紅茶(ホット・アイス) ¥440

ミルクティー(ホット・アイス) ¥500

ホットアップルティー ¥440

ホットココア ¥520

ウィンナーココア ¥530

興部牛乳(ホット・アイス) ¥500

ウーロン茶 ￥410

オレンジジュース ¥4１0

トマトジュース ¥420

カルピスウォーター ¥460

コーラ ¥500

ジンジャーエール ¥５００

メロンソーダ ¥480

カルピスソーダ ¥480

レモンスカッシュ ¥530
メロンクリームソーダ ¥580

コーラフロート ¥580
コーヒーフロート ¥580

ランチタイム&デザートサービス ホットコーヒー／紅茶 ￥2１0
アイスコーヒー／アイスティー ￥260

￥750

￥750



生ビール(サッポロクラシック)

・中ジョッキ ￥７５０

・グラス ￥５５０

瓶ビール
・サッポロ 黒ラベル ￥８００

・アサヒ スーパードライ ￥８５０

ノンアルコールビール
・キリン ゼロイチ ￥４5０

グラス焼酎
・水割り・お湯割り・
ロック・ストレート ￥５6０

・ソーダ割 ￥６2０

ボトル焼酎
・鏡 月 ３７５ｍｌ ￥１，０7０

・鏡 月 ７００ｍｌ ￥１，９7０

・海 童 ７２０ｍｌ ￥3，00０

・二階堂 ９００ｍｌ ￥２，８5０

日本酒

・国稀 純米吟醸

（北海道限定）

720ml   ¥５,650

一合 ¥1,550

二合 ¥2,850

・白雪 一合 ￥50０

二合 ￥９００

・冷酒 国士無双

300ｍｌ ￥１，１００

ウイスキー
・リザーブ シングル ￥５3０

ダブル ￥８6０

ボトル ￥５，5００

・角ハイボール ￥５7０

alcohol menu
アルコールメニュー

Beer Sake

Shochu

Wisky

・レモンサワー ￥600

・塩レモンサワー ¥600

・追いレモンサワー ¥650

・紅茶レモンサワー ¥650

・トマトレモンサワー ¥650

※当店は全て税込価格で表示しています

ワイン(グランベガ)赤／白

・フルボトル ￥1，80０

・グラスワイン ￥５0０

Wine

Cocktail

・お通し３点盛り ￥280

お酒のお供に

夜限定


