
ご昼食・ご夕食 ア・ラ・カルト Lunch & Dinner A La Carteご昼食・ご夕食 ア・ラ・カルト Lunch & Dinner A La Carte

11：00～ 23：0011：00～ 23：00

■ パスタ　PASTA

スパゲッティ・ボロネーゼ（ミートソース） ¥ 1,850
Spaghetti alla Bolognese

★ ペンネのペスカトーレ（魚介類のトマトソース） ¥ 1,950
Penne alla Pescatora

■ メインディッシュ　MAIN DISH

海老フライ（3尾）　タルタルソース添え ¥ 2,800
Deep-fried prawns with tartar sauce

★ 旬のお魚（100g）シェフにお任せ・・・ ¥ 3,000
Chef's fish of the day

★ 和牛 100%ハンバーグ（150g）ステーキ　フライドエッグ添え ¥ 2,600
ミックスキノコソース
100% pure Japanese beef Hamburg steak and fried egg with mushroom sauce

★ 丹波あじわい鶏（150g）のグリエとベーコンソテー　“カフェ・ド・パリ” ¥ 2,600
Grilled chicken and sautéed bacon with "café de Paris" butter

★ ポークロース（100g）のソテーと季節野菜 ¥ 2,900
Sautéed pork with seasonal vegetable

★ 牛フィレ（100g）のグリエ　赤ワインソース ¥ 3,900
Grilled fillet of beef with red wine sauce

ライス ¥ 550
Steamed Rice

パン ¥ 750
Bread

■ スナック　SNACK

ミックスナッツ ¥ 750
Mixed nuts

フライドポテト ¥ 1,200
French fries

ソーセージ盛り合せ ¥ 1,600
Assorted sausages

■ デザート&チーズ　DESSERT & CHEESE

チーズ盛り合せ ¥ 2,400
Assorted cheese

ホームメイドケーキ　各種　（スタッフにお尋ねくださいませ） ¥ 800
Homemade cake

アイスクリーム&シャーベット ¥ 850
Ice cream and sherbet

アンバーコート・デザート盛り合せ ¥ 2,150
Assorted dessert

フレッシュフルーツ盛り合せ ¥ 2,700
Seasonal fresh fruits platter

■ アペタイザー　APPETIZER

生ハム・トマト・モッツァレラチーズ　サラダ添え ¥ 1,850
Prosciutto, tomato and mozzarella with salad

スモークサーモン　オニオンスライス・サラダ・檸檬添え ¥ 1,950
Smoked salmon with onion slice, salad and lemon

旬のお魚のカルパッチョと季節野菜の取り合せ ¥ 1,950
Fish Carpaccio with vegetables

シェフお薦めオードブル盛り合せ ¥ 2,400
Chef's appetizers

★ 殻付きエスカルゴのオーブン焼き　“ブルゴーニュ風 ” ¥ 4,300
Snails a la bourguignonne

スモールサラダ ¥ 850
Small salad

コンビネーションサラダ ¥ 1,200
Combination salad

シーフードサラダ ¥ 1,950
Seafood salad

■ スープ　SOUP

本日のスープ ¥ 950
Soup of the day

コーンスープ ¥ 950
Sweet corn soup

コンソメ ¥ 1,200
Beef consommé

■ ピッツァ＆サンドウィッチ　PIZZA & SANDWICH

★ ピッツァ ¥ 1,600
Pizza

野菜サンドウィッチ ¥ 1,600
Vegetable sandwich

ミックスサンドウィッチ（ハム・タマゴ・野菜） ¥ 1,800
Mixed sandwich (Ham, eggs and vegetable)

■ オリジナルカレー / ピラフ　Chef's curry and rice and Pilaf

野菜カレー ¥ 1,600
Vegetable curry and rice

シーフードカレー ¥ 1,850
Seafood curry and rice

ビーフカレー ¥ 1,950
Beef curry and rice

シーフードピラフ ¥ 1,850
Seafood pilaf

ビーフピラフ ¥ 1,950
Beef pilaf

プリンセスオムライス（リヨネーズソース または トマトケチャップ） ¥ 1,950
OMURAISE-Japanese rice omelette 
  with Lyonnais sauce or tomato ketchup

ハヤシライス ¥ 2,000
Hashed beef rice

★ お時間を頂戴いたします　★ Please be aware that this dish takes longer than others to prepare.★ お時間を頂戴いたします　★ Please be aware that this dish takes longer than others to prepare.


