ランチ / Lunch
◇ 本日のパスタランチ ◇
Today’s Pasta lunch

◇ ランチセットメニュー ◇
Today's lunch set menu

Pasta with salad

¥2,000

¥900

＜前菜＞

◇ 本日のランチメニュー ◇
Today’s lunch menu

スープ又はオードブルをお選びください
Please choose soup or appetizer

¥1,200

＜メイン＞

＜メイン＞

肉料理・魚料理をお選びください
Please choose meat dishes or fish dishes

本日のメイン料理
Main dish of the day

内容はスタッフにお尋ねください

Ask the staff about the content
内容はスタッフにお尋ねください

Ask the staff about the content
パン又はライス
Bｒead or rice
※本日のパスタ＆本日のランチにはプラス¥150でコーヒーが付きます。
Coffee is included for positive 150 yen

◇ 伝統の海老フライセット ◇
Lunch set Tradition fried prawn

¥2,400
＜前菜＞

スープまたはオードブルをお選びください

＜デザート＞

本日のデザート
Dessert of the day

パン又はライス・カフェ
Bread or rice / Cafe

◇ 週替わりランチコース ◇
Weekly lunch course

¥3,500
＜オードブル＞

本日の前菜

Today’s appetizer

Please choose soup or appetizer
＜魚料理＞
＜メイン＞

楽友会館 伝統の海老フライ

本日の魚料理
Today's fish dishes

Fried Prawns
＜肉料理＞
＜デザート＞

本日のデザート

本日の肉料理
Today's meat dishes

Dessert of the day

パン又はライス・カフェ
Bread or rice / Cafe

＜デザート＞

本日のデザート
Dessert of the day

パン又はライス・カフェ
Bread or rice / Cafe
食材によるアレルギーなどがございましたら、予めスタッフへお申し付けください。
Kindly inform our staff prior to ordering if you have any food allergies or are observing ingredients
or are observing dietary restrictions.
表示価格は消費税を含む金額です。
All prices are Japanese Yen inclusive of 8% consumption tax

喫茶 / Café

コーヒー

（14：00～17：00）

¥300

Coffee

紅茶

¥300

Tea

オレンジジュース

¥300

Orange juice

トマトジュース

¥300

Tomato juice

生ビール

¥600

Draft beer

ビール（ビン小）

¥500

Beer small bottle

ノンアルコールビール（ビン小）
Beerlike beverage

グラスワイン（白又は赤）
Glass of wine

¥500
¥500

ミックスサンドイッチ

¥700

近衛サンドイッチ

¥1,000

サラダ

¥540

Sandwich （Mixed)

Sandwich （Konoe)
Salad

本日のデザートとコーヒー又は紅茶

¥750

アイスクリーム

¥500

Today’s dessert and coffee or tea
Ice cream

季節のタルト
Tart of the season

本日のデザート
Today’s dessert

¥600
¥600

食材によるアレルギーなどがございましたら、予めスタッフへお申し付けください。
Kindly inform our staff prior to ordering if you have any food allergies or are observing ingredients
or are observing dietary restrictions.
表示価格は消費税を含む金額です。
All prices are Japanese Yen inclusive of 8% consumption tax

ディナー/ Dinner

17：30～20：00（L.O.）

◆ ディナーコースＡ ◆

◆ ディナーコースＢ ◆

Dinner course A

Dinner course B

¥6,000

¥3,500
本日の前菜
Today’s appetizer

アミューズ･ブーシュ
Small appetizer

本日の魚料理
Today‘s Fish dishes

フォアグラのポワレ トリュフソース
Poeler of foie gras,truffle sauce

本日の肉料理
Today's meat dishes

真鯛のロティ アメリカンソース
Roast of Sea bream,Americaine sauce

本日のデザート
Dessert of the day

牛フィレ肉のグリエ ポルトソース
Grilled fillet of Beef, porto sauce

パン・カフェ
Bread / Coffee

本日のデザート
Dessert of the day

内容はスタッフにお尋ねください
Ask the staff about the content

パン・カフェ
Bread / Coffee

◆ ディナーコースＣ ◆
Dinner course C

¥8,000
アミューズ･ブーシュ
Appetizer
カンパチと自家製スモークサーモンの花仕立て
Smoked salmon and Kanpachi marine
本日のスープ
Soup of the day
ラングスティーヌと茄子のシャルロット アメリカンソース
Charlotte of Bay prawn and eggplant, American sauce
牛フィレ肉のグリエ フォアグラ添え
Grilled fillet of beef with foie gras
本日のデザート
Dessert of the day
パン・カフェ
Bread / Coffee
※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。
※事前のご予約にて￥１０，０００ ～ のスペシャルコースを承っております。お気軽にご相談ください。
食材によるアレルギーなどがございましたら、予めスタッフへお申し付けください。
Kindly inform our staff prior to ordering if you have any food allergies or are observing ingredients
or are observing dietary restrictions.
表示価格は消費税を含む金額です。
All prices are Japanese Yen inclusive of 8% consumption tax

