La Stella Alpina Lunch Menu
(全て Service料 ＆ Tax 込み）
All prices are included of service and tax

・じっくり煮込んだ牛タンシチュー
パン

又は

ライス

ミニサラダ付き

￥2,600

をお選びください

Beef tongue stew served with rice or bread

・オーストラリア産牛ヒレ肉のペッパーステーキ ミニサラダ付き
パン

又は

ライス

￥2,400

をお選びください

Sauteed Australian beef filet with black pepper sauce(with rice or bread, mini-salad)

・手作りハンバーグ ミニサラダ付き
パン

又は

ライス

をお選びください

Beef and pork hamburger steak (with rice or bread, mini-salad)

￥1,900

・信州産キノコ入り チキンカレーライス(辛口） ミニサラダ付き

￥1,400

Chicken and local mushrooms curry(spicy)with rice

パスタ

Pasta

・信州産きのこ入り ミートソース スパゲッティ ミニサラダ付き

￥1,600

Pasta with beef and pork meat sauce, mushrooms

・ミラノ風 ラザーニャ ミニサラダ付き

￥1,400

Lasagna alla milanese（typical Italian style)

・完熟トマトのスパゲッティ ポモドーロ ミニサラダ付き

￥1,400

Pasta with full-ripe tomato sauce

・ペンネ アラビアータ
（ペン先マカロニ

ミニサラダ付き

￥1,500

唐辛子トマトソース）

Pasta with full-ripe tomato sauce

・信州サーモンとキノコのクリームソース タリアテッレ
（幅広平打ち麺） ミニサラダ付き
Tagliatelle pasta with cream sauce and shinsyu salmon, mushrooms

＊大盛料金：パスタ大盛り

￥350増、ライス大盛り￥200増

Extra-large price, Pasta +￥350, Rice +￥200

￥1,700

サイドメニュー
Side Menu

・信州産キノコのソテー（ガーリックオイルソース）

￥550

Sauteed shinsyu mushroom

・北海道産 粗挽きソーセージ（3本）

￥650

Coarsely-ground Sausage from Hokkaido

・生ハムのサラダ仕立て

￥950

Prosciutto-lettuce

・サラダ（レタス、トマト、キュウリ、人参）

￥850

Salad-lettuce, Salad-lettuce, tomato, cucumber, and carrot

￥650

・本日のスープ
Soup of the day

・パン 又は ライス

￥350

Bread or Rice

・本日のデザート

￥550

Dessert

お飲み物
Drink

ビール
Beer
・志賀高原地ビール - 生ビール（樽）-500ml-

￥1,200

Shigakogen beer (Beer on tap)

・キリン一番搾りプレミアム- 生ビール（樽）-330ml-

￥850

Kirin ichibanshibori premium (Beer on tap)

・キリンラガー - 生ビール（小瓶）-334ｍl-

￥750

Kirin lager (Bottled draft beer)

・キリン零ICHI- ノンアルコールビール（小瓶）-334mlKirin Zeroichi (Bottled Alcohol-free beer)

￥650

グラスワイン
By the glass of wine
・スパークリングワイン（イタリア産 プロセッコ）
sparkling wine(Presecco Extra dry)

・グラス赤ワイン / グラス白ワイン

￥1,300
各￥1,200

Red wine / White wine

ボトルワイン
Bottle wine
・赤ワイン（イタリア産 モンテプルチアーノ ダブルッツォ）

￥3,600

Red wine(Montepulciano d' Abruzzo DOC)

・白ワイン（信州高山村 ソーヴィニュンブラン）

￥3,600

White wine(Shinshu takayamamura Sauvignon blanc)

・スパークリングワイン（イタリア産 プロセッコ）

￥6,200

Spumante(Prosecco Spumante Extra Dry)

上記他ワイン各種ご用意いたしております。お気軽に係りの者にお申し付けください
We have more varieties from the wine cellar. Please ask you server for our selection

ソフトドリンク
Soft drink
・数量限定 信州中野産シャインマスカットジュース （果汁100%）

￥1,000

Shine Muscat grape juice -（100% fruit juice）

・信州産 りんごジュース - (山ノ内町産サンふじ果汁100％)

￥500

Apple juice- （100% locally produced fruit juice）

・コカ・コーラ

￥500

・ジンジャーエール – カナダドライ・207ml

￥500

Coca-Cola -190ml

Ginger Ale – (CANADA DRY 207ml)

・信州産 ももジュース - (果汁100%)

￥700

Peach juice – (100% Shinshu produced fruit juice)

・シチリア産 ブラッドオレンジジュース - (果汁100%)

￥800

Blood orange juice- (100% fruit juice)

・温州みかんジュース

￥500

Mandarin Juice - (100% fruit juice)

・コーヒー 又は 紅茶 （カフェインレスのコーヒーもございます）

￥550

Coffee or Tea

・カプチーノ
Cappuccino

￥700

