
FIKA CAFÉ Lagom

Eat-in /Takeaway / Allergen

Signature Lunch

パン職人オリジナルのトルティーヤ�種類と、
スパイシーなタコミートに野菜のサルサ。
エビやアボカドのワカモレなど、
たっぷりの具材をお好みのアレンジで。

オリジナルタコス

シグネチャーランチ

1,570  1,770 Original Tacos

Signature Lunch

Four of the bakery chef’s original tortillas, plus spicy taco meat
and vegetable salsa.
Arrange the variety of ingredients, such as shrimp & avocado
guacamole as you like.

Lagom Meal Salad
Filling salad that contains more than 20 ingredients, such as
plenty of vegetables, fruits, �ve grains and �ve kinds of beans
Served with refreshing herb dressing.

Taco Rice
Five grains & Five beans Rice and spicy Taco meat.
A well-balanced plate meal served with Carrot rape, 
Fried egg and Salad.

Pho
Vietnamese iconic noodle that consists of steamed chicken
and shrimp.
Rice �our noodle in light chicken broth accented with
red pepper. Squeeze lime over it as you like.

たっぷりのお野菜とフルーツや五穀・五種豆の
グレインふんだんにを含む��種以上の素材を
使用したお食事サラダ。
さっぱりとハーブドレッシングで。

ラゴムミールサラダ 1,570  1,770

五穀米、五種豆ライスにスパイシーなタコミート。
キャロットラペと目玉焼きをのせサラダも合わせた、
バランスの良いワンプレート。

タコライス 1,520  

蒸し鶏と、エビをトッピングしたベトナムの
ソウルフード。米粉のヌードルをあっさりとした
チキンスープにとうがらしの
アクセント。ライムをかけて。

フォー 1,320         -

  1,715

Soup Curry
Plenty of Hokkaido chicken & chunky vegetables
Spicy hotel-made soup curry.

北海道産鶏肉とゴロっとお野菜がたっぷり。
スパイシーなホテルメイドのスープカレー。

スープカレー 1,570         -

＊テイクアウトは作成に少々お時間をいただきます。
　お渡し時間は�� : ��までです。
　事前にご予約をいただけますとご希望のお時間に
　合わせて提供できます。

220

+330

* Please allow a little time for the preparation of take-out.
Delivery time is until 6:30 p.m.
If you make a reservation in advance, we will be able to
serve your order at your preferred time.

［Large size］ 

+［Large size］ 

11:00 - 14:30

- 紅茶
- ブレンドコーヒー
- マイルドコーヒー
- アイスコーヒー
- カプチーノ
- カフェラテ

＊紅茶メニューより - エルダーフラワージュース
- アップル���%ジュース
- オレンジ���%ジュース
- グレープフルーツ���%ジュース
- ミルク
＊おかわりのドリンクは���円です。

セットドリンクはこちらからお選びください。 Please choose your set drink here.

- Tea ＊From the Tea Menu
- Blended co�ee
- Mild co�ee
- Iced co�ee
- Cappuccino
- Cappuccino / Cafe Latte

- Elder�ower juice
- 100% Apple Juice
- 100% Orange Juice
- 100% Grapefruit Juice
- Milk
＊385 yen for ri�ll.

＊すべての価格（円単位）は 消費税を含めて表示しております。（消費税　　 　　　/10%,　 　　　  /8%）＊All prices (JPY) include consumption tax.
イートイン テイクアウト

Eat-in Takeaway



FIKA CAFÉ Lagom

自家製トルティーヤはほうれん草、黒ごま、トマト、
とうもろこしの４種類を焼き上げています。

オリジナルタコス / Original Tacos

スープカレー / Soup Curry

タコライス / Taco Rice

フォー / Pho

Homemade tortillas are baked in four varieties: spinach, 
black sesame, tomato and corn.

ラゴムミールサラダ / Lagom Meal Salad

＊写真はLargeサイズです。



FIKA CAFÉ Lagom

Eat-in /Takeaway / Allergen

Nordic Style Lunch

パンの材料、小麦粉、バター、牛乳はすべて北海道。
低温で長時間発酵した香り豊かなパンに北欧のパンを数種類。
自慢の食パンは生とトーストを食べ比べて。
自家製ピーナッツバターはぜひ味わってみてください。

パンランチ

北欧スタイルランチ

1,590  1,795 Bread Lunch

Nordic Style Lunch

The ingredients for the bread such as �our, butter, and milk are
produced in Hokkaido. Assorted low temperature & long time
fermented aromatic bread and several kinds of Scandinavian
bread. Please enjoy our signature breads comparing white
bread and toasted one. Homemade peanut butter is a must-try.

DillkÖtt
Slow-cooked pork stew with a nice aroma of dill.
One of popular Swedish home-style dishes.
It goes well with the sourness of rudkor, a Danish dish of 
steamed purple cabbage.

Salmon Gratine
Salmon is an essential ingredient in Scandinavia.
Enjoy the savory cheese with plenty of seasonal vegetables.
Served with salad and homemade bread.

Smørrebrød
Danish open sandwiches
Two kinds of Lagom original sandwiches. Eggs Montreal & 
plenty of Vegetables.
Egg Montreal is made with homemade whole wheat buttered 
mu�n and topped with smoked salmon.

じっくり豚肉を煮込んだディルの香りが良いシチューで、
スウェーデンのポピュラーな家庭料理。デンマーク料理の
紫キャベツの蒸し煮「リュドコール」の酸味と良く合います。
サラダと自家製パンを添えて。

ディルショット 1,570         -

北欧と言えば欠かせない食材のサーモン。
季節の野菜をたっぷり加えたチーズの
香ばしさが美味。サラダと自家製パンを添えて。

サーモングラタン 1,500  

デンマーク料理のオープンサンド。バターを塗った自家製
全粒粉マフィンを香ばしく焼いてスモークサーモンをのせた
エッグモントリオールと、野菜たっぷりの２種類を合わせた
ラゴムオリジナル。

スモーブロー 1,570         -

  1,695

＊テイクアウトは作成に少々お時間をいただきます。
　お渡し時間は�� : ��までです。
　事前にご予約をいただけますとご希望のお時間に
　合わせて提供できます。

* Please kindly give us a little time for the preparation of 
take-out items.
Delivery time is until 6:30 p.m.
If you make a reservation in advance, we will be able to
serve your order at your preferred time.

11:00 - 14:30

- 紅茶
- ブレンドコーヒー
- マイルドコーヒー
- アイスコーヒー
- カプチーノ
- カフェラテ

＊紅茶メニューより - エルダーフラワージュース
- アップル���%ジュース
- オレンジ���%ジュース
- グレープフルーツ���%ジュース
- ミルク
＊おかわりのドリンクは���円です。

セットドリンクはこちらからお選びください。

＊パンランチのみ、フルーツモクテル
　（ノンアルコールカクテル）をお選びいただけます。

Please choose your set drink here.

- Tea ＊From the Tea Menu
- Blended co�ee
- Mild co�ee
- Iced co�ee
- Cappuccino
- Cappuccino / Cafe Latte

- Elder�ower juice
- 100% Apple Juice
- 100% Orange Juice
- 100% Grapefruit Juice
- Milk
＊385 yen for ri�ll.

＊Fruit mocktails (non-alcoholic cocktails)
   is available for bread lunch only.

＊すべての価格（円単位）は 消費税を含めて表示しております。（消費税　　 　　　/10%,　 　　　  /8%）＊All prices (JPY) include consumption tax.
イートイン テイクアウト

Eat-in Takeaway



FIKA CAFÉ Lagom

リュドコールは玉ねぎやりんご、赤ワイン、ビネガーと
スパイスで水分がなくなるまで煮て冷ました酸味のある
味わいで、ディルシチューと一緒に召し上がれ。

ディルショット / DillkÖtt

Rudicor is made by simmering onions, apples, red wine, vinegar
and spices until the water is evaporated, and then cooled. 
Served with dill stew.

ホワイトソースにチーズを振りかけてオーブンへ。
ゴロゴロしたサーモン・野菜は季節を問わず人気。

サーモングラタン / Salmon Gratin

Sprinkle cheese on the white sauce and then baked in the oven.
Chunky salmon and vegetables are popular in all seasons.

オープンサンドの食べ方は自由。ひっくり返してかじりつくのもあり。
生ハムやサーモンとたっぷりの野菜を味わってください。

スモーブロー / Smørrebrød

Please eat the open sandwich any way you like.
You can even �ip it over and bite into it.
Enjoy the prosciutto, salmon, and plenty of vegetables.

ラゴム自慢のパンが贅沢に味わえる
ランチで、１種類は焼きたてで提供。
ラゴム食パンは生とトーストを食べ
比べて。自家製ピーナツバターとの
相性はバッチリです。

季節で変わるスープは、ホテルシェフ
の監修。サラダは五穀米や五種豆を
加えたヘルシーなグレインサラダ。
フルーツたっぷりのソフトドリンク
カクテル「モクテル」でビタミン補給。

パンランチ / Bread Lunch

Dish to enjoy Lagom’s signature bread.
One type is freshly served from the oven.
Enjoy Lagom bread comparing white bread
and toasted one with homemade peanut butter.

The chef’s special soup changes seasonally.
Healthy grain salad contains �ve grains & �ve
kinds of beans.
A soft drink “Mocktail”, a cocktail �lled
with fruits, is a recommended source for
vitamin intake.



FIKA CAFÉ Lagom

Eat-in /Takeaway / Allergen

Light Meal

毎日焼き上げるパンが�種類。
今日のパンはシェフのチョイス。
ふんわり軽いオリジナルの
ホイップドバターとサラダのプレート。

パンプレート 1,370         - Bread Plate
Five kinds of bread are baked daily.
Bakery chef choose Today’s bread.
Served with original light whipped butter and salad on the plate.

Honey Toast
Lagom bread, which is our signature moist, high-density and �ne
textured bread is toasted slowly in the oven.
Enjoy the combination of Hokkaido clover honey, aromatic butter
and Naganuma Ice premium vanilla ice cream.

密度が高く、きめの細かなしっとりした
自慢のラゴムブレッド（食パン）を
オーブンでじっくり焼き上げたトースト。
北海道産クローバーはちみつと香り良いバター
長沼あいすプレミアムバニラアイスとの
相性をお楽しみください。

ハニートースト 1,370         -

14:30 - 17:00

- 紅茶
- ブレンドコーヒー
- マイルドコーヒー
- アイスコーヒー
- カプチーノ
- カフェラテ

＊紅茶メニューより - エルダーフラワージュース
- アップル���%ジュース
- オレンジ���%ジュース
- グレープフルーツ���%ジュース
- ミルク
＊おかわりのドリンクは���円です。

セットドリンクはこちらからお選びください。 Please choose your set drink here.

- Tea ＊From the Tea Menu
- Blended co�ee
- Mild co�ee
- Iced co�ee
- Cappuccino
- Cappuccino / Cafe Latte

- Elder�ower juice
- 100% Apple Juice
- 100% Orange Juice
- 100% Grapefruit Juice
- Milk
＊385 yen for ri�ll.

＊18:00まで

＊11:00 - 17:00まで

＊Available 18:00 

＊Available 11:00 - 17:00 

＊すべての価格（円単位）は 消費税を含めて表示しております。（消費税　　 　　　/10%,　 　　　  /8%）＊All prices (JPY) include consumption tax.
イートイン テイクアウト

Eat-in Takeaway
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