
１８５４年（安政元年）函館が開港する契機となる

米国のペリー提督率いる黒船５隻が函館に来航。

現代の函館の歴史はここから始まる……

異国文化が入った

多国籍の食文化

他国文化が入った料理



¥1,800

単品 Single  ¥ 1,730定食 Set  ¥ 1,980

函館空港限定コラボ企画
これ食べ忘れてませんか？

※はこだて阿佐利本店の作り方を再現しており、
　調理に時間がかかることがございます。ご了承くださいませ。

ご飯大盛 Large rice ........................................+¥100
ミニサラダMini salad ［小麦］.............................+¥300
ミニポテトサラダMini potato salad ［小麦、卵、乳］..+¥300
ホッキ貝サラダ Surf clam salad ［小麦、卵、乳］....+¥400

当店人気Ｎｏ.１
函館空港自慢の１品！

はこだて阿佐利 本店

五穀味鶏
すき焼きうどん定食
（ご飯・味噌汁・漬物）

北海道産牛の
ローストビーフ丼
（味噌汁・漬物）

函
館
の
名
店
監
修
メ
ニ
ュ
ー

Hokkaido beef roast beef rice bowl
 (Comes with miso soup and pickles)
［卵、小麦］

Chicken sukiyaki udon set 
(Comes with rice, miso soup and pickles)　［卵、小麦］

ご飯大盛 Large Rice ..................................................... +¥100

定食ご飯の変更 Change the set meal

ちりめんじゃこご飯 Chirimenjako rice .................... +¥200
ミニ海鮮がごめ丼 Mini mixed seafood rice bowl ［小麦］.. +¥550
ミニローストビーフ丼 Hokkaido beef mini roast beef rice bowl ［小麦］ .. +¥650

ミニサラダMini salad ［小麦］........................................... +¥300
ミニポテトサラダMini potato salad ［小麦、卵、乳］........... +¥300
ホッキ貝サラダ Surf clam salad ［小麦、卵、乳］................. +¥400

-Food menu-



ご飯大盛 Large Rice .......................................+¥100
カレー大盛 Large Curry...............................+¥300
ミニサラダMini salad ［小麦］...........................+¥300
ミニポテトサラダMini potato salad ［小麦、卵、乳］..+¥300
ホッキ貝サラダ Surf clam salad ［小麦、卵、乳］....+¥400 
カップスープ Cup soup ................................+¥150

函館空港限定コラボ企画
これ食べ忘れてませんか？

五島軒ポークカツ＆イギリス風カレーと
ハヤシライスのあいがけ...........................................................................................................................................................  ¥2,200
 Curry and hashed beef with pork cutlet ［卵、小麦、乳］

五島軒イギリス風カレーと
ハヤシライスのあいがけ ..........................................................................................................................................................................  ¥1,540
 Curry and hashed beef ［乳、小麦］

五島軒ポークカツカレー...........................................................................................................................................................................  ¥1,980
 Curry with pork cutlet ［卵、小麦、乳］

五島軒イギリス風カレー......................................................................................................................................................................  ¥1,320
 Curry ［乳、小麦］

五島軒ハヤシライス ......................................................................................................................................................................................  ¥1,320
 Hashed beef ［乳、小麦］

Hakodate
Classic
Curry
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北海道産牛のステーキ
（ご飯・スープ）

北海道の定番洋食

北海道産チーズたっぷり
シーフードオムライス
（スープ）

北海道産牛の
ハンバーグ
デミグラスソース
（ご飯・スープ）

Hokkaido beef steak
(Comes with rice and soup) ［卵、小麦、乳］

Hokkaido beef hamburg steak 
(Comes with rice and soup) ［卵、小麦、乳］

Fluffy seafood omelette rice
 (Comes with soup) ［卵、小麦、乳、カニ、エビ］

セット Set ¥2,400
単品 Single ¥2,200

セット Set ¥1,800
単品 Single ¥1,600

¥1,320

ご飯大盛 Large Rice .....+¥100 定食ご飯の変更 Change the set meal

ちりめんじゃこご飯 Chirimenjako rice ...................... +¥200
ミニ海鮮がごめ丼 Mini mixed seafood rice bowl ［小麦］... +¥550
ミニローストビーフ丼 Hokkaido beef mini roast beef rice bowl ［小麦］ .. +¥650

ミニサラダMini salad ［小麦］........................... +¥300
ミニポテトサラダMini potato salad ［小麦、卵、乳］.. +¥300
ホッキ貝サラダ Surf clam salad ［小麦、卵、乳］.. +¥400

-Food menu-



贅沢ミニ丼２種セット
（ミニローストビーフ丼・
ミニ海鮮がごめドゥルンドゥルン丼）
（味噌汁・漬物）

海鮮がごめ
ドゥルンドゥルン丼
（味噌汁・漬物）

北海道の定番どんぶり

函館空港新名物

Mini rice bowl set
 (Comes with miso soup and pickles) ［小麦］

Mixed seafood rice bowl
 (Comes with miso soup and pickles) ［小麦］

¥1,600

¥1,500

ミニサラダ
Mini salad ［小麦］

+¥300
ミニポテトサラダ
Mini potato salad ［小麦、卵、乳］

+¥300
ホッキ貝サラダ
Surf clam salad［小麦、卵、乳］

+¥400

ご飯大盛 Large rice

+¥100
ミニサラダMini salad ［小麦］
+¥300
ミニポテトサラダMini potato salad ［小麦、卵、乳］
+¥300
ホッキ貝サラダ Surf clam salad ［小麦、卵、乳］
+¥400

-Food menu-



北海道産牛の
ローストビーフ丼 ............................  ¥1,800
Hokkaido beef roast beef rice bowl ［小麦］

道南森町産ＳＰＦ豚の豚丼 ... ¥1,120
Grilled Hokkaido pork rice bowl. ［小麦］

カツ丼 ............................................................ ¥1,120
Pork cutlet rice bowl ［卵、小麦］

北海道の定番肉どんぶり（味噌汁・漬物）

ミニ海鮮がごめドゥルンドゥルン丼 ..................¥800
Mini Mixed seafood rice bowl (Comes with miso soup and pickles) ［小麦］

ミニローストビーフ丼 .......................................................¥900
Hokkaido beef mini roast beef rice bowl ［小麦］

北海道の定番ミニどんぶり（味噌汁・漬物）

北海道名物 ザンギ定食
Hokkaido fried chicken set ［卵、小麦、乳］
　定食 Set ¥1,270

北海道名物 ジンギスカン定食
Mongolian style grilled lamb set ［小麦］
　定食 Set ¥1,270／単品 Single ¥1,020

ホッケフライ定食 
Fried Hokke (White meat fish) set ［卵、小麦、乳］
　定食 Set ¥1,270／単品 Single ¥1,020

トンカツ定食
Hokkaido pork cutlet set［卵、小麦、乳］
　定食 Set ¥1,270／単品 Single ¥1,020

北海道の定番定食（ご飯・味噌汁・漬物）

ご飯大盛 Large rice ........................................ +¥100
ミニサラダMini salad ［小麦］............................ +¥300
ミニポテトサラダMini potato salad ［小麦、卵、乳］.. +¥300
ホッキ貝サラダ Surf clam salad ［小麦、卵、乳］.... +¥400

ミニサラダMini salad ［小麦］.............................................................+¥300
ミニポテトサラダMini potato salad ［小麦、卵、乳］.............................+¥300
ホッキ貝サラダ Surf clam salad ［小麦、卵、乳］...................................+¥400

ご飯大盛 Large rice ...................................................... +¥100
定食ご飯の変更 Change the set meal

ちりめんじゃこご飯 Chirimenjako rice .................... +¥200
ミニ海鮮がごめ丼 Mini mixed seafood rice bowl ［小麦］.... +¥550
ミニローストビーフ丼 Hokkaido beef mini roast beef rice bowl ［小麦］ .. +¥650
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函館の定番塩ラーメン
全部のせスペシャル
塩ラーメン
（あさり、岩のり、水菜、メンマ、
チャーシュー、卵、ネギ）
Special shio ramen 
(Clam, Seaweed, Butter, Japanese greens, Bamboo shoots, 
Chinese pork, Egg, Green onion) ［卵、小麦、乳］

¥1,500
北海道産
あさり塩ラーメン
（あさり、水菜、メンマ、チャーシュー、
卵、ネギ）
Clam shio ramen 
(Cclam, Seaweed, Japanese greens, Bamboo shoots, 
Chinese pork, Egg, Green onion) ［卵、小麦、乳］

¥1,320
岩のり塩ラーメン
（岩のり、水菜、メンマ、チャーシュー、
卵、ネギ）
Seaweed shio ramen 
(Seaweed, Japanese greens, Bamboo shoots, Chinese pork, 
Egg, Green onion) ［卵、小麦、乳］

¥1,120
函館塩ラーメン
（水菜、メンマ、チャーシュー、卵、ネギ）
Hakodate shio ramen 
(Japanese greens, Bamboo shoots, Chinese pork, Egg, 
Green onion) ［卵、小麦、乳］

¥920

¥1,100

ラーメントッピング Topping

北海道バター Hokkaido butter..................................... +¥100
ご飯 Rice .......................................................................... +¥200
ご飯大盛 Large rice ........................................................ +¥300
ちりめんじゃこご飯 Chirimenjako rice ...................... +¥400
ミニ海鮮がごめ丼 Mini mixed seafood rice bowl ［小麦］.... +¥650
ミニローストビーフ丼 Hokkaido beef mini roast beef rice bowl ［小麦］ .... +¥750

麺大盛 Large noodle........................................................ +¥150
ミニサラダMini salad ［小麦］........................................... +¥300
ミニポテトサラダMini potato salad ［小麦、卵、乳］........... +¥300
ホッキ貝サラダ Surf clam salad ［小麦、卵、乳］................. +¥400

ご飯 Rice ........................................................................ +¥200
ご飯大盛 Large rice ...................................................... +¥300
ちりめんじゃこご飯 Chirimenjako rice .................... +¥400
ミニ海鮮がごめ丼 Mini mixed seafood rice bowl ［小麦］... +¥650
ミニローストビーフ丼 Hokkaido beef mini roast beef rice bowl ［小麦］ .. +¥750

ミニサラダMini salad ［小麦］......................................... +¥300
ミニポテトサラダMini potato salad ［小麦、卵、乳］......... +¥300
ホッキ貝サラダ Surf clam salad ［小麦、卵、乳］............... +¥400

函館海鮮
あんかけ焼きそば
（スープ）

Hokkaido style seafood chow-mein
 (comes with soup) ［小麦、卵、エビ］
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北海道産チーズたっぷりパスタ（スープ）

北海道旨味たっぷり濃厚スープ

カニの
トマトクリームパスタ
Crab and tomato cream pasta ［卵、小麦、乳、カニ、エビ］

¥1,300

北海道産南瓜とナッツのポタージュ....¥800
Pumpkin soup ［乳、落花生］

旨味たっぷり空港チャウダー.......................¥800
Clam chowder ［小麦、乳］

新鮮サラダ

昔懐かしいポテトサラダ ..............  ¥600
Potato slad ［卵、小麦、乳］

北海道産チーズたっぷり
温泉卵のシーザーサラダ ...........  ¥800
Caesar slad ［卵、小麦、乳］ 

キッズメニュー

お子様　飛行機ランチ
（ランチ、ジュース、ゼリー）

Kids meal ［卵、小麦、乳、エビ、カニ］

¥800

お好きなジュースをお選びください。
（オレンジ｜コーラ｜メロンソーダ｜ジンジャーエール｜ウーロン茶）
Set drink (Oranje juce | Cola | Melon Soda | Ginger ale | Woolong Tea)

 

北海道産チーズの
カルボロネーゼパスタ
Carbolognese pasta ［卵、小麦、乳］

¥1,100
ミニサラダMini salad ［小麦］.............................+¥300
ミニポテトサラダMini potato salad ［小麦、卵、乳］..+¥300
ホッキ貝サラダ Surf clam salad ［小麦、卵、乳］....+¥400 

-Food menu-



北海道　定番おつまみ

おつまみプレート.....................  ¥1,000
Snack plate ［卵、小麦、乳］
（骨付きソーセージ、五島軒カレー使用の
うずらブロッコリー、木樽仕込みイカ塩辛チーズ、
北海道十勝産枝豆）

おつまみビールセット......  ¥1,500
（SAPPORO CLASSIC or SORACHI 1984）
生ビール＋（骨付きソーセージ、イカ塩辛チーズ、
うずらブロッコリー、枝豆）
Beer snack set (SAPPORO CLASSIC) ［卵、小麦、乳］

※はこだてビール 五稜の星 ヴァイツェンには
　+¥100で変更可能です。

函館空港限定
新名物 フライトポテト
+北海道バター Butter ［乳］............................................¥500
+ホッキ貝サラダ Surf clam salad ［乳、卵、小麦］............¥600
+チェダーチーズ Cheddar cheese ［乳、卵、小麦］...........¥550
+木樽仕込みイカ塩辛 Shiokara ［小麦、乳］..............¥600
+ジンギスカン Mongolian style grilled lamb ［小麦、乳］....... ¥650
+タルタルザンギ Tartar sauce with Hokkaido fried chicken ［小麦、乳、卵］..¥650

Flight Potato

おつまみ いか天ぷら.........................................¥480
Squid tempura ［小麦、卵］

北海道十勝産枝豆................................................¥380
Green soybeans

ホッキ貝サラダ...........................................................¥400
Surf clam salad ［卵、小麦、乳］

函館名物いかめし.................................................¥550
Ikameshi ［小麦］

北海道名物ザンギ.................................................¥650
Hokkaido fried chicken ［小麦］

木樽仕込み イカ塩辛＆クリームチーズ ... ¥500
Shiokara with cream cheese ［乳］

北海道名物ジンギスカン....................... ¥1,020
Mongolian style grilled lamb ［小麦］

北海道骨付きソーセージ（２本）....... ¥1,200
Sausage
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1854HAKODATE　限定スウィーツ　

Cake
Set

Classic
Pudding

ケーキセット
Cake Set ［卵、小麦、乳］

¥680

超レトロプリン
Pudding ［卵、乳］

¥500

函館空港オリジナルパフェ.............¥750
Airport Parfait
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お好きなドリンクとケーキを
お選びください。
（コーヒー or紅茶）

ケーキ単品
Cake Single

¥400
生チョコレートのケーキ

北海道産「ソフトクリーム」と
やごし本舗「ドン・デ・マカロニ」使用

ドリンクセット.......¥780
（コーヒーor紅茶）

苺とブルーベルリー

抹茶モンブラン

Coffee jelly and 
　caramel nut parfait
　　　［小麦、乳、卵］

Mixed berry and 
　cheesecake parfait
　　　［小麦、乳、卵］

Chocolate
　parfait
　　　［小麦、乳、卵］

Matcha black honey 
　parfait
　　　［小麦、乳、卵］

-Dessertd menu-



Soft C
reamA

ir
po

rt
 F

lo
at

ソフトドリンク

コーヒー（ホット/アイス）.............¥380
Coffee / Ice Coffee

カフェオレ（ホット/アイス）.......¥430
Cafe au lait / Ice cafe au lait

紅茶（ホット/アイス）........................¥380
Tea / Ice Tea

ウーロン茶（ホット/アイス）......¥380
Woolong tea / Ice Woolong tea

ココア（ホット/アイス）....................¥430
Cocoa / Ice cocoa

オレンジジュース...........................¥380
Orange juce

コーラ............................................................¥380
Cola

ジンジャーエール ..........................¥380
Ginger ale

コアップガラナ....................................¥380
Guarana

メロンソーダ.........................................¥380
Melon Soda

北海道
ソフトクリーム ..........¥350
Soft cream

北海道ソフトフロート..........¥480
Hokkaido soft serve ice cream float coffee ［小麦、乳］

コーヒー ｜ コーラ ｜ メロンソーダ ｜ コアップガラナ
Coffee | Cola | Melon Soda | Guarana
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北海道ビール飲み比べセット
Beer drink comparison set

SORACHI
1984

SAPPORO 
CLASSIC

はこだてビール
五稜の星 ヴァイツェン

はこだてビール五稜の星 ヴァイツェン・グラス Beer (HAKODATE BEER) ..................................................................¥750
SORACHI 1984 Beer (HAKODATE BEER).......................................................................................................................................................¥650
SAPPORO CLASSIC 中ジョッキ Beer (SAPPORO CLASSIC)................................................................................................¥650
SAPPORO CLASSIC 小グラス Small beer (SAPPORO CLASSIC) ......................................................................................¥500
SAPPORO CLASSIC 中瓶 Bottled beer (SAPPORO CLASSIC) ................................................................................................¥650
ノンアルコールビール（アサヒドライゼロ・小瓶） Non-alcoholic beer .................................................................................¥380
函館ガラビー（ガラナ＋ビール） Guarana and beer .....................................................................................................................................¥600

函館山の地下水１００％でつくる、元祖はこ
だて地ビール。小麦麦芽を使ったやわらかな
口当たりのビールで、苦みが少なくフルーティ
な香味が特徴です。

北海道限定。北海道素材にこだわり副原
料を一切使用しない麦芽１００％の生ビール。
コクがあるのにスッキリ北海道の食材と
相性抜群 !!

北海道で開発した伝説のホップ「ソラチ
エース」。そのソラチエースだけを使って
つくったビールです。「凛として、香り立つ」
ゴールデンエールを、ぜひご賞味ください。

¥1,500

厳
選
し
た
北
海
道
の
ビ
ー
ル
を

是
非
飲
み
比
べ
て
み
て
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だ
さ
い
。

※フライトポテトは +¥500～
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五稜乃蔵 五稜 純米酒  Goryo .................................................................................................................................................ボトル Bottle ¥3,300
 グラス Glass     ¥810
箱館醸蔵 郷宝 特別純米 Gohhou.........................................................................................................................................ボトル Bottle ¥4,800
 グラス Glass ¥1,100
日本酒千歳鶴 辛口（冷や /熱燗） Japanese Sake.................................................................................................................................................¥600
冷酒 千歳鶴 純米生（300ml ミニボトル） Japanese Sake .............................................................................................................................¥900
函館ワイン年輪（赤／白　200ml ミニボトル） Hakodate wine (Red / White) ..................................................................................¥960

サントリー角ウイスキー Whiskey...........................................................................................................................................  シングルSignle ¥500
  ダブル Double ¥900
サントリー角ハイボール Whisky with soda................................................................................................................................................................¥500

ウーロンハイ Woolong hai........................................................................................................................................................................................................¥500
氷彩サワー
　夕張メロン（北海道限定） Yubari melon sour.......................................................................................................................................................¥500
　レモン Lemon sour ....................................................................................................................................................................................................................¥500

本格焼酎 喜多里（じゃがいも・麦・昆布） .................................................................................................................グラス Glass ¥500
Japanese distilled liquor “KITASATO” (Potato / Barley / Sea grass)  ボトル（720ml）Bottle ¥3,500

おつまみ付き 地酒飲み比べセット
（五稜 純米酒・郷宝 特別純米）

Sake comparison set

¥1,200

函
館
近
郊
の
酒
蔵
自
慢
の
地
酒
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