
 /

アメリカンブレックファースト ( 洋風） American Breakfast

・卵料理 （スクランブルエッグ / プレーンオムレツ / フライドエッグ） Eggs : Fried / Scrambled / Omelet  

・ソーセージ＆ベーコン＆ハム  Addition : Ham / Bacon / Sausage   ・モーニングサラダ  Salad

・パンバスケット  Bread Basket  ・フルーツ盛り合わせ  Fruits   ・プレーンヨーグルト  Yogurt

・フレッシュジュース（オレンジ / グレープフルーツ） Fresh Juice : Orange / Grapefruit

・コーヒー / 紅茶  Coffee or Tea

・卵料理  Scrambled eggs　 ・焼き魚  Grilled Fish　 ・肉じゃが  Simmered potatoes and pork

・ソーセージ＆ベーコン＆ハム  Addition : Ham / Bacon / Sausage　 ・豆腐  Tofu　 ・ご飯、香の物  Rice

・味噌汁  Miso soup　・モーニングサラダ  Salad　・フルーツ盛り合わせ  Fruits　・プレーンヨーグルト  Yogurt

・フレッシュジュース （オレンジ/グレープフルーツ） Fresh Juice : Orange / Grapefruit

オリエンタルブレックファースト（和風） Oriental Breakfast

営業時間　７：００～１０：００

￥３,０００（￥３,６３０）

・コーヒー /紅茶  Coffee or Tea　 ・緑茶  Green tea



営業時間　１１：３０～１５：００（１４：３０L.O.）

￥２,０６７（￥２,５００）トストスカプレートプレート /  / TOSCA PlateTOSCA Plate

※カッコ内の表示料金にはサービス料１０％ ・ 消費税１０％が含まれております。
The Prices shown in parentheses include 10% service charge and 10% consumption tax.

※食物アレルギーのある方は、 予めスタッフにお知らせください。
Please inform our staff if you have any food allergies.

( ２０２０.６.１３ 現在 )

※写真はイメージです。
Product Image for illustration purpose only.

【 期間限定スペシャルメニュー 】

・ローストビーフ　シェフおまかせソース　クリーミーなジャガイモピューレ添え
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・豚肉の柔らか煮込み　トマト風味のレンズ豆添え
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・本日の魚料理
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・フレッシュアスパラガスの素揚げ（1本）
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・温野菜盛り合わせ
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・トスカ風サラダ
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・本日のスープ
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・パン、バター
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・パティシエおすすめデザート

�	��	��

・コーヒーまたは紅茶

$�&		����"	�

ランチ



アラカルト メニュー / A la Carte Menu

サラダ ・ パン または ライス ・ コーヒー または 紅茶付き ～Salad  /  Bread or Rice  /  Coffee or Tea ～

\4,794 （\5,800）

\1,571 （\1,900）

\1,200 （\1,450）

\2,232 （\2,700）

\2,480 （\3,000）

彩りミックスサラダ

Mixed Salad

本日のスープ

Today’s Soup

アメリカンクラブハウスサンドウィッチ

American Clubhouse Sandwich

ミックスピッツァ

Pizza Combination

４種類のチーズのピッツァ “クワトロフォルマッジ”

Pizza Quattro Formaggi
シーフードとトマトソースのスパゲッティー “ペスカトーレ”
Spaghetti Pescatore

ベーコンとパルメザンチーズのスパゲッティー “カルボナーラ”

Spaghetti Carbonara

ビーフカレー　温野菜添え

Beef Curry

ミートソースのスパゲッティー “ボロネーゼ”

Spaghetti Bolognese

アイス＆シャーベット 3 種盛り合わせ

Ice & Sherbet

※カッコ内の表示料金にはサービス料１０％ ・ 消費税１０％が含まれております。
The Prices shown in parentheses include 10% service charge and 10% consumption tax.

※食材の入荷状況により、 メニューが変更になる場合がございます。
Menu items may change according to ingredient availability.

※食物アレルギーのある方は、 予めスタッフにお知らせください。
Please inform our staff if you have any food allergies.

※お米は特に表記のない限り国産米を使用しております。
Rice uses domestic rice.

～LIGHT MEAL～

黒毛和牛のサーロインステーキ　温野菜添え

“WAGYU” Sirloin Steak with Steamed Vegetables 

グリルチキン　フライドポテト添え

Grilled Chicken with French Fries 

本日の魚料理

Today’s Fish

黒毛和牛のハンバーグステーキ　おろしポン酢ソース

“WAGYU” Hamburger Steak with Grated Radish and Ponzu Sauce 

じっくり煮込んだ松阪牛の赤ワインシチュー

Red wine Stew of the MATSUSAKA Beef

海老フライ　レムラードソース添え

Deep Fried Shrimp with Remoulade Sauce

牛ロースステーキ　温野菜添え

Beef Loin Steak with Steamed Vegetables 

牛フィレステーキ　温野菜添え

Beef Tenderloin Steak with Steamed Vegetables 

～ MAIN DISH ～

～ DESSERT ～

\1,901 （\2,300）

\869 （\1,050）

\2,000 （\2,420)

\2,150 （\2,600）

\2,000 （\2,420)

\1,943 （\2,350)

\1,943 （\2,350)

\1,943 （\2,350)

\2,067 （\2,500)

\2,646 （\3,200）

\2,646 （\3,200）

\2,646 （\3,200）

\2,480 （\3,000）

\3,555 （\4,300）

ランチ

( ２０２０.６.１３ 現在 )

ケーキセット （お好きなケーキ 1 種、 コーヒーまたは紅茶）

Cake Set ～Coffee or Tea ～



ランチ

生ビール　　Draft Beer　　380㎖

ハートランド HEART　LAND 各種 ¥1,000 （ ¥1,210 ）

プレミアムモルツ PREMIUM　MALT'S

プレミアムモルツ・ブラック PREMIUM　MALT'S　BLACK

プレミアムモルツ・ハーフ＆ハーフ PREMIUM　MALT'S　Half＆Half

スパークリング ワイン　　Sparkling Wine

辛口・グラス Dry Sparkling Wine Glass ¥700 （ ¥847 ）

辛口・フルボトル Dry Sparkling Wine Full Bottle ¥3,500 （ ¥4,235 ）

甘口・グラス Sweet Sparkling Wine Glass ¥1,100 （ ¥1,331 ）

甘口・フルボトル Sweet Sparkling Wine Full Bottle ¥5,600 （ ¥6,776 ）

ハウス ワイン　　House Wine 

グラス　（白／赤） Glass　(White ／ Red) ¥700 （ ¥847 ）

フルボトル　（白／赤） Full Bottle　(White ／ Red) ¥3,500 （ ¥4,235 ）

ビールテイスト飲料　　Non-Alcoholic Beer Taste

オールフリー ALL-FREE ¥900 （ ¥1,089 ）

オリジナル・ノンアルコールカクテル　　Original Non-Alcoholic Cocktail

チアシード・ストロベリー Chia seed Strawberry 各種 ¥1,000 （ ¥1,210 ）

チアシード・ピーチ Chia seed Peach

コールド ドリンク　　Cold Drink

グアバジュース Guava Juice 各種 ¥700 （ ¥847 ）

オレンジジュース Orange Juice

アップルジュース Apple Juice

パイナップルジュース Pineapple Juice

グレープフルーツジュース Grapefruit Juice

クランベリードリンク Cranberry Drink

ブルーベリードリンク Blueberry Drink

コカ・コーラ Coca-Cola

コカ・コーラ ゼロ Coca-Cola Zero

ジンジャーエール Ginger Ale

烏龍茶 Oolong Tea

珈琲／お茶　　Coffee ／ Tea

コーヒー  （ホット／アイス） Coffee 　(Hot / Ice) 各種 ¥810 （ ¥980 ）

エスプレッソ Espresso

紅茶  （ホット／アイス） Tea　 (Hot / Ice)

ミルク  （ホット／アイス） Milk 　(Hot / Ice)

緑茶 Green Tea

カフェオレ  （ホット／アイス） Cafe au Lait　 (Hot / Ice) 各種 ¥860 （ ¥1,040 ）

カプチーノ Cappuccino

※カッコ内の料金にはサービス料10%・消費税10%が含まれております。
The Prices shown in parentheses include 10% service charge and 10% consumption tax.

(2020.6.13現在）


