
A La Carte 

アラカルトメニュー 

Lunch  
11:30-15:00 Last Order 

Dinner  
17:00-20:00 Last Order 

APPETIZERS AND SOUP 前菜＆スープ 

Combination salad  Full Size           ¥1,800  / Half Size   ¥1,000 

   コンビネーションサラダ   

Caesar salad                        Full Size           ¥2,000  / Half Size           ¥1,200 

   シーザーサラダ 

   Olive all'ascolana  ¥1,800
       肉詰めオリーブのフリット アスコラーナ風  

    Smoked salmon  ¥2,200
   スモークサーモン 

    Prosciutto and rocket salad   ¥2,200
   生ハムとルーコラ      

French fries   ¥1,200
   フライドポテト   

Seasonal vegetable soup (Serves one)         ¥1,200
季節のスープ (一人前) 

Minestrone soup (Serves one)          ¥1,200
ミネストローネスープ(一人前)

LIGHT MEALS 軽食 
*Served with a small salad and a cup of soup of the day.
※ミニサラダと本日のスープをご提供いたします。

B.L.T. and chicken club sandwich ¥3,500
ベーコン、レタス、トマトとチキンのクラブハウスサンドウィッチ

Spaghetti with botargo, garlic and vegetables ¥3,200
スパゲッティ 季節野菜とボッタルガのペペロンチーノ

Spaghetti bolognese ¥3,400
スパゲッティミートソース

Spaghetti with seasonal vegetables and sausage   ¥3,400
スパゲッティ 季節野菜とサルシッチャ

Spaghetti with crab meat sauce      ¥3,500
スパゲッティ タラバ蟹のラグーソース

For menu ingredients queries: please ask your server. 
アレルギー・食材についてのご質問は、スタッフにお尋ねください。



A La Carte 

アラカルトメニュー 

Lunch  
11:30-15:00 Last Order 

Dinner  
17:00-20:00 Last Order 

MAIN DISHES メインディッシュ 

*Served with a small salad, a cup of soup of the day and rice or bread.
※ミニサラダ、本日のスープ、ライスまたはパンをご提供いたします。

Acqua pazza ¥3,700
真鯛のアクアパッツア
Hamburg steak with fried egg ¥3,500
目玉焼きを添えた手作りハンバーグデミグラスソース
Meat dish of the day (Please ask your server for the details.) ¥3,600
本日のお肉料理（詳細はスタッフにお尋ねください）
Roast beef served with  horseradish  sauce (Available at dinner time only) ¥4,200
ホテル特製ローストビーフ レフォール添え

RICE PLATE ライスプレート 
*Served with a small salad and a cup of soup of the day.
※ミニサラダと本日のスープをご提供いたします。

Garlic rice with shrimp, scallops and mushrooms ¥3,500
バナメイ海老と帆立、茸のガーリックライス
Omelette and ketchup rice with hashed beef sauce ¥3,700
オムライス ハッシュドビーフソース
Beef curry      ¥3,700
ビーフカレー 

ORIENTAL VEGETARIAN オリエンタル ベジタリアン 
Beans and vegetable coconut curry with naan          ¥2,600
数種の豆と野菜のココナッツカレー ナンを添えて 
Spaghetti with vegetables and soy meat sauce ¥2,400
野菜と大豆ミートのミートソースパスタ  

Prices are inclusive of service charge and tax. 
記載の料金にはサービス料・税金が含まれております。 

All you can eat Buffet Desserts available with a la carte! 
ご一緒にデザートブッフェはいかがでしょうか 

Buffet Dessert / デザートブッフェ 

¥2,300
* For an additional ¥2,300 you can add an 'all you can eat' dessert, bread,

tea and coffee (from our buffet area) to your a la carte order. 
* This is valid for 90 minutes after being seated and cannot be ordered separately.

*ご注文いただいたアラカルトにプラス2,300円でブッフェに並ぶデザートとパンを
お好きなだけお召上がりいただけます。(コーヒー/紅茶付き) 

*入店から90分制とさせていただきます。
*デザートブッフェのみのご利用は出来かねます。


