
<昼食・夕食>
～

ご用命はダイヤル６番にて承ります

食物アレルギーのあるお客様は、スタッフまでお申し出ください。

お米は全て国産米を使用しております。

表記料金には税金・サービス料が含まれております。

※提供時間を変更しております。



前菜・サラダ・スープ

生ハムと季節のフルーツ ￥2,400

コールドミート盛り合わせ ￥3,200

グリーンサラダ ￥1,400

コブサラダ ￥3,700

シーザーサラダ ガーリックトースト添え ￥3,100

スモークサーモントラウトとハーブサラダ ￥3,600

コーンスープ ￥1,500

オニオングラタンスープ ￥2,000

和風ノンオイルドレッシングまたはフレンチドレッシング

メインディッシュ

黒毛和牛サーロインステーキ (150g) ￥8,900

ハンバーグステーキ ¥3,900

ディアブル風ローストチキン ￥3,600

真鯛のポワレ サフランクリームソース ￥4,300

メインディッシュセット

上記のメインディッシュにプラス￥1,700にてグリーンサラダと

パンまたはライスのセットをご用意しております。

サイドディッシュ

フレンチフライドポテト ￥1,400

パンまたはライス ￥800

スチーム野菜の盛合わせ ￥1,800

ぽん酢ソースまたはマッシュルームソース



サンドウィッチ (ポテトチップスとフルーツ添え)

和牛100％ハンバーガー ￥3,900

(和牛100%パテ・トマト・レタス・ピクルス・オニオン・ベーコン)

フライドチキンバーガー ￥3,500

(フライドチキン・トマト・レタス・タルタルソース)

クラブハウスサンドウィッチ ￥3,000

(チキン・ベーコン・レタス・トマト)

ミックスサンドウィッチ ￥3,000

(ハム・キュウリ・チーズ・卵)

ベジタブルサンドウィッチ ￥3,000

クロックムッシュ ￥3,300

パスタ＆ピザ

野菜のスパゲッティー ￥3,400

トマトソース

スパゲッティー・ボロネーゼ ￥3,500

マルゲリータピザ(トマト、バジル、チーズ ) ￥3,700

4種のチーズピザ ￥3,800

カレー

ビーフカレーライス ￥3,900

ひよこ豆のカレーライス ￥3,400



飯類・麺類

おにぎり〈鮭・梅干し・明太子〉３種 ￥2,800

（味噌汁,香の物付き）

とんかつ定食 ￥4,050

（ご飯,味噌汁,香の物,フルーツ付き）

ぶりの照り焼きと豚汁御膳 ￥4,050

（ご飯、香の物、フルーツ付き）

ポークの生姜焼き定食 ￥4,050

（ご飯,味噌汁,香の物,フルーツ付き）

牛すき焼き風うどん 温度卵添え ￥2,900

ざるそば（いなり寿司２個付き） ￥2,800

ベジタリアンメニュー

グリーンサラダ ￥1,400

スチーム野菜の盛り合わせ ￥1,800

ベジタブルサンドウィッチ ￥3,000

ひよこ豆のカレーライス ￥3,400

フルーツの盛り合わせ ￥3,600

野菜のスパゲッティー ￥3,400

トマトソース



お子様メニュー ※12歳まで

キッズサンドイッチ ￥1,400

キッズフライドチキンとフライドポテト ￥1,800

キッズシーザーサラダ ￥1,500

キッズスパゲッティーミートソース ￥2,000

キッズビーフカレー＆ライス ￥2,300

キッズバニラジェラート ベリー添え ￥1,100

キッズカットフルーツ盛り合わせ ￥1,400

スナック

チーズ4種盛り合わせとドライフルーツ添え ￥3,000

コールドミート盛り合わせ ￥2,800

チョコレート盛り合わせ ￥1,700

ミックスナッツ ￥1,300

フライドチキンとフライドポテト ￥2,500

デザート＆フルーツ

パパイヤ ￥

マスクメロン ￥

フルーツの盛り合わせ ￥

ベイクドチーズケーキベリー添え ￥

ジェラート（バニラ または 抹茶） ￥



中国料理 四川

ランチ 11:30 AM ～02:00 PM (L.O. 02:00 PM)

ディナー 05:00 PM～09:00 PM ( L.O.08:30 PM)

※定休日：木曜日(祝日を除く)

冷菜盛り合わせ ￥4,200

蒸し鶏の四川風辛子ソースかけ ￥1,900

蒸しアワビの薄切り冷菜 ￥6,100

海老のチリソース ￥4,600

麻婆豆腐 ￥3,800

牛肉とピーマンの細切り炒め ￥4,600

国産肩ロースの酢豚 ￥4,000

鶏肉とカシューナッツの唐辛子炒め ￥4,000

アオリイカの青ジソ炒め ￥5,500

アワビの醤油煮込み ￥9,600

野菜入り汁そば ￥2,500

胡麻味噌入り辛味汁そば（担々麺） ￥2,500

五目焼きそば ￥2,500

五目チャーハン ￥2,500



ソフトドリンク

コーヒー ￥1,400

カフェインレスコーヒー ￥1,400

エスプレッソ ￥1,000

ダブルエスプレッソ ￥1,350

カフェラテ ￥1,450

カプチーノ ￥1,450

カフェラテ ￥1,450

イングリッシュブレックファストティー ￥1,400

ダージリンティー ￥1,400

アールグレイティー ￥1,400

カフェインレス紅茶 ￥1,400

ハーブティー (カモミール または ローズヒップ) ￥1,400

豆乳 ￥850

牛乳 または ローファットミルク ￥850

ホットチョコレート ￥1,450

ペプシコーラ または ペプシコーラゼロ ￥1,200

ジンジャーエール ￥1,200

トニックウォーター ￥1,200

ウーロン茶 ￥1,200

ジュース各種(オレンジ・アップル・トマト) ￥1,200

フレッシュ・ジュース ￥1,800

(オレンジ、グレープフルーツ、パイナップル)

ミネラルウォータースルジーヴァ (500ml) ￥1,400

ナチュラル または スパークリング

ペリエ (330ml) ￥1,300



ビール (500ml) (アサヒ,キリン,サッポロ,エビス) ￥1,600

月桂冠 (300ml) ￥1,800

白鶴冷酒生酒 (300ml) ￥1,800

ノンアルコールビール (334ml) ￥1,400

キュヴェ・ドン ペリニヨン ￥52,000

モエ エ シャンドン モエ アンペリアル(クオーター) ￥5,700

モエ エ シャンドン モエ アンペリアル(ハーフ) ￥10,200

モエ エ シャンドン モエ アンペリアル ￥19,000

スパークリングワイン

ブリュット シャンドン ロゼ ￥11,000

ビール＆日本酒

シャンパン＆ スパークリングワイン

ワイン

ハウスワイン

グラス（白または赤） ￥1,700

デカンタ（白または赤） ￥4,100

白ワイン（ボトル）

ロバート・モンダヴィ シャルドネ ￥8,000

クラウディベイ ソーヴィニョン・ブラン ￥12,000

（ニュージーランド）

プイィ・フュメ（フランス） ￥14,000

登美の丘（シャルドネ）登美の丘ワイナリー （日本） ￥15,000



ワイン

赤ワイン（ボトル）

ロバート・モンダヴィ カベルネ・ソーヴィ二ヨン ￥8,000

（カリフォルニア）

ムーラン ナ ヴァン （フランス） ￥10,500

ラ クレマ ソノマ ピノノワール （カリフォルニア） ￥14,000

登美の丘（赤） 登美の丘ワイナリー （日本） ￥15,000

ウイスキー＆焼酎

Imported Brand スコッチウイスキー(200ml/ボトル) ￥4,500

デュワーズ ホワイトラベル（グラス） ￥1,800

いいちこ シルエット（720ml） ￥5,400

いいちこ シルエット（200ml） ￥2,300

カクテル

モスコミュール ￥1,800 ブラデイーマリー ￥1,800

キール ￥1,900 カンパリソーダ ￥1,800

カンパリオレンジ ￥1,900 カシスソーダ ￥1,800

カシスオレンジ ￥1,900 スクリュードライバー ￥1,800

ジントニック (ボンベイサファイヤ) ￥1,800

キューバンスクリュー (バカルディ スペリオール) ￥1,900
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