SALADS
サラダ
Salad buffet

small plate

サラダ ビュッフェ
（お好きなものを 1 回お選びください）

プレート（小）

big plate

14.-20.--

プレート（大）

Green salad (served)

10.50

グリーンサラダ

Lamb’s lettuce salad with egg,
Roasted bread crumbs, parmesan and dried meat of beef

19.50

ヌッスリーのサラダビーフ( ゆで卵、クルトン、パルメザンチーズ、鹿肉の燻製添え)

STARTERS
前菜
Carpaccio of boiled beef
And marinated porcini mushrooms
On rucola and horse radish-mustard dressing

as main course

24.-18.--

as main course

29.80
24.--

ボイルドビーフのカルパッチョとポルチーニ茸のマリネ、
ルッコラとともに（西洋わさびのドレッシング）

Assorted cold dried meats with cheese
And mixed pickles
冷肉の盛り合わせ
（チーズ、ミックスピクルスとともに）

Garlic bread with dried tomatoes

8.--

ガーリックパンとドライトマト

SOUPS
スープ
Beef broth with shredded pancake
Or egg or clear bacon dumpling

12.--

牛肉スープ
（刻みパンケーキ入り、卵入り、ベーコン団子入りからお選びください）

Barley soup or vegetable soup

12.--

大麦スープ、または野菜スープ

Onion soup with cheese crumbs
オニオンスープ（粉末チーズ入り）

Preise inkl. Mehrwertsteuer

14.--

VEGETARIAN DISHES
野菜料理
Tris di pasta ‚Corvatsch‘
Selection of delicious local pasta specialties
as starter
Dumplings Grison style on herb sauce and vegetables
Local buckwheat noodles with potatoes, Savoy cabbage and cheese
Ravioli filled with mountain cheese with mushroom ragout

33.-27.--

ご当地特産パスタセレクション（３つの味をお楽しみください）
・グリソンスタイルの団子、ハーブソースと野菜
・地元のお蕎麦（ポテト、キャベツ、チーズ入り）
・チーズ入り、マッシュルームラグーソースのラビオリ

Risotto with porcini mushrooms and fresh herbs
ポルチーニ茸とフレッシュハーブのリゾット

as starter

Rich plate of vegetables

29.-23.-29.--

野菜の盛り合わせ

Vegetable curry with basmati rice
Garnished with fresh fruit and almonds

28.--

バスマティライスの野菜カレー
フレッシュフルーツとアーモンドを添えて

Fish
魚料理
Whole trout grilled or pan fried or poached
With parsley potatoes or basmati rice and spinach

39.--

マス（グリル、ソテー、煮込みからお選びください）
付け合わせをパセリのかかったポテト、またはバスマティライスとほうれん草からお選びください

- in foil-poached with white wine and vegetables

supplement

4.--

白ワインと野菜のホイル包み

Giant shrimps on curry sauce with basmati rice and fruit
バスマティライスの大エビ入りカレーソース（フレッシュフルーツ付き）

Preise inkl. Mehrwertsteuer

41.-35.--

FONDUES
フォンデュ
Meat fondue Bourguignonne
(min. 2 persons)
With green salad,
200g cubes of beef to be boilded in hot oil
And big choice of sauces, rice and/or French fries

per person

59.--

牛肉のオイルフォンデュ、グリーンサラダと共に
200g のキューブにされた牛肉をオイル鍋でお好みに調理してください。
各種のソース、ライス付き。また ご希望でフライドポテトもお付けできます。

Supplement for 100g beef cubes

per person

14.--

per person

52.--

牛肉のフォンデュ：おふたりさま分から

per person

57.--

Fondue Chinoise with beef and veal

per person

59.--

per person

29.--

追加牛肉のキューブ 100g

Fondue Chinoise à discrétion
(min. 2 persons)
Mixed meat fondue with green salad, big choice of sauces,
Rice and/or French fries
各種お肉のフォンデュ：おふたりさま分から
（グリーンサラダ、ソース、ご飯、フライドポテト付き）

Fondue Chinoise with beef only

牛肉と仔牛肉のフォンデュ：おふたりさま分から

Cheese fondue Corvatsch style with mixed pickles
(min. 2 persons)
コルヴァッチュスタイルのチーズフォンデュ：おふたりさま分から
（ミックスピクルス付き）

... with potatoes in their skin and pears

per person

6.50

皮付きポテトと洋ナシ

... With assorted dried cold meats

per person

12.--

per person

34.--

冷肉の盛り合わせ

Raclette (240g)
3 kinds of cheese( natural, smoked and garlic)
With potatoes in their skin and mixed pickles

ラクレット( 240g)
３種のチーズ( ナチュラル、スモーク、ニンニク風味)、皮つきポテト、ピクルス付き

Preise inkl. Mehrwertsteuer

CORVATSCH CLASSICS
コルヴァッチュ定番料理
Sliced veal in creamy porcini sauce
Rösti potatoes and vegetable of the day

42.--

ポルチーニ・クリーミィソースの仔牛肉スライス
レシュッティポテトと本日の野菜とともに

Bread-crumbed veal escalope Vienna style with French fries

42.--

仔牛肉のフライ、ウィーンの風に吹かれて（フライドポテト付き）

Deer filet medallions “Hubertus” on rösti potatoes, grilled bacon,
Mushroom sauce and vegetables

45.--

鹿のフィレ
（レシュッティポテト、ベーコングリル、マッシュルームソース、野菜付き）

HOME SPECIALITIES
郷土特別メニュー

(without side dishes)
サイドメニューは別注文となります

Grilled baby chicken
(minimum 35 minutes)
With “Corvatsch” blend of spices and fresh rosemary

35.--

コルヴァッチュ風ブレンドスパイスとフレッシュローズマリーのスモールチキングリル
（注文から３５分以上いただきます）

1 served for 2 persons

42.--

おふたりさま用

We serve the following side dishes per person:
サイドディッシュ（おひとりさま分のお値段になります）

French fries or rice or risotto or boiled potatoes or noodles

7.--

フライドポテト/ご飯/リゾット/ボイルドポテト/ヌードル

Rösti potatoes

10.--

レシュッティポテト

1, 2 or 3 kinds of vegetables

7.50/10.--/12.50

１種/２種/３種の野菜

Grilled vegetables

15.--

野菜のグリル

Preise inkl. Mehrwertsteuer

GRILLED MEATS
肉のグリル
Beef skewer (with or without bacon)

(180 g)

38.--

(150 g)

29.--

(150 g)

39.--

(180 g)

44.--

(150 g)

44--

(180 g)

54.--

(150 g)

42.--

ビーフ串焼き（ベーコン付きもできます）

Pork steak
ポークステーキ

Veal escalope
薄切り仔牛肉

Lamb medallions & chops
丸形の仔羊肉

Filet of stag
牡鹿のフィレ

Beef filet
ビーフのフィレ

Skewer of giant shrimps
大エビの串焼き

Included is ONE side dish at your choice and herb butter:
ハーブバターと以下のうち１品のサイドディッシュが付きます。お選びください。

French fries or risotto or noodles or rice,
Vegetable-flour dumplings or boiled potatoes AND vegetables of the day
フライドポテト/リゾット/ードル/ご飯/野菜と小麦の団子/
ボイルドポテト（全品に本日の野菜が付きます）

- or - one salad from the kitchen instead of other garnishing
キッチンからサラダ１品

- Rösti potatoes instead of other garnishing

+ 3.--

レシュッティポテト

- Pepper sauce or creamy mushroom sauce
ペッパーソース、またはマッシュルームソース（お肉にお使いください）

Preise inkl. Mehrwertsteuer

+ 3.--

