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

不動の一番人気
じっくり煮込んだ牛タンシチュー

( ライス 又は パン、ミニサラダ付き）
Beef tongue stew with rice or bread, mini-salad

¥2,600

スキーヤーズランチ
オーストラリア産ヒレ肉のペッパーステーキ

( ライス 又は パン、ミニサラダ付き）
Sauteed Australian beef filet with black pepper sauce(with rice or bread, mini-salad)

¥2,400

伝統の味わい
手作りハンバーグ

( ライス 又は パン 付き）
Beef and pork hamburger steak with rice or bread

¥1,900

パスタ

（全てミニサラダ付き）

Pasta(All come with mini-salad)

信州産キノコ入り ミートソース スパゲッティ

¥1,500

Pasta with beef and pork meat sauce, mushrooms

完熟トマトのスパゲッティ ポモドーロ

¥1,300

Pasta with full-ripe tomato sauce

ペンネ アラビアータ（ペン先マカロニ

唐辛子トマトソース）

¥1,400

Macaroni with full-ripe tomato sauce and red pepper

信州サーモンときのこのクリームソース タリアテッレ（幅広平打ち麺）

¥1,700

Tagliatelle pasta with cream sauce and shinsyu salmon, mushrooms

ご飯物 （全てミニサラダ付き）
Piatti di riso(All come with mini-salad)

こだわり玉子のチキンオムライス

¥1,600

Chicken omelette stuffed with rice

信州産キノコ入り チキンカレーライス(辛口）
Chicken and local mushrooms curry(spicy)with rice

＊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

¥1,200

軽めなランチパニーニ（スープ＆ミニサラダ付き）
Light lunch Panini (served with soup & mini-salad)

ローストポークのパニーニ

¥1,200

Roast pork panini with soup & mini-salad

生ハムのパニーニ

¥1,200

Prosciutto panini with soup & mini-salad

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

サラダ（レタス、トマト、キュウリ、人参）

¥850

Salad-lettuce,tomato,cucumber,and carrot

生ハムのサラダ仕立て

¥950

Prosciutto-lettuce

本日のスープ

¥650

Soup-of the day

パン 又は ライス

¥350

Bread or Rice

本日のデザート
Dessert

¥550

ワイン

Wine

グラスワイン
By the glass of wine

グラススパークリングワイン：イタリア産 プロセッコ

¥1,300

Sparkling wine

グラス赤ワイン（イタリア産モンテプルチアーノ）/白ワイン（イタリア産トレッビアーノ）

各￥900

Ｒｅｄ wine, White wine
＊上記他ワイン各種ご用意しております。お気軽に係りの者にお申しつけください。
Ｗｅ have more varieties from the wine cellar. Please ask your server for our selection.

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 Chianti il fontino

白ワイン：イタリア産 トレッビアーノ ダブルッツォ

¥3,600

White wine Trebbino d' Abruzzo

ビール

Beer

志賀高原地生ビール

500ml

¥1,200

330ml

¥850

334ml

¥750

334ml

¥650

Local draft beer Shigakougen 500ml

生ビール：キリン一番搾り プレミアム
Draft beer Kirin ichibanshibori premium 330ml

小瓶ビール：キリン ラガー
Bottle beer Kirin lager 334ml

ノンアルコールビール：キリン 零イチ
Non alcohol beer Zeroichi 334ml

ソフトドリンク

Soft drink

山ノ内産 アップルジュース

¥500

Apple juice

温州みかんジュース

¥500

Orange juice

コカ・コーラ

¥500

Coca cola

ジンジャーエール

¥500

Ginger ale

ウーロン茶

¥500

Oolong tea

信州産 ももジュース

¥700

Peach juice

シチリア産 ブラッドオレンジジュース

¥800

Blood orange juice

福井県産 山葡萄ジュース

¥1,000

Wild grapvine juice

コーヒー 又は 紅茶

¥550

Coffee or Tea

カプチーノ
Cappuccino

¥700

