コンチネンタルダイニング 新春プラン ランチ
平成31年1月7日～平成31年1月31日

*Lunch with a complimentary drink (soft drink) and
For groups of four people or more, a lunch menu for one person will be free.
ソフトドリンク1杯と、4名様以上でご利用の場合はお一人様分を無料に

Special Lunch Menu for New Year Season
新春感謝プラン ランチメニュー

Green Salad with Canola Flower and Smoked Salmon
菜の花とスモークサーモンのサラダ
Annou Sweet Potato Potage
安納芋のポタージュ

Choice of: お選び下さい
Pan-fried Sea bream with Shungiku and Clam Sauce
Braised Burdock
真鯛のポワレ 春菊と浅利のソース
柔らかく蒸した牛蒡を添えて
or 又は
Roasted Kenkou Chicken with Morel and Shallot Sauce
Sautéed Ebi-imo Taro
福井県産 “健康鶏” 胸肉のロースト モリーユ茸とエシャロットのソース
海老芋のソテーと共に

Dessert of the Day
本日のデザート

Coffee or Tea
コーヒー 又は 紅茶

¥3,300

Please note that menu items may be changed without any notice, due to the seasonal availability.
メニュー内容は入荷状況により変更になることがございます
The price above includes 8% consumption tax and 10% service charge.
上記金額には消費税8%及びサービス料10%が含まれております

日本料理ダイニング 新春プラン 昼宴
平成31年1月7日～平成31年1月31日

【Second】
Grilled Dish
Simmered Dish
【Third】
Deep-fried Dish
Rice or Noodles
Dessert

Sesame Tofu
Two kind of Fish
Spanish Mackerel with Fish Sauce
Deep-Fried Taro, Grilled Yuba, Pumpkin and Snow Pea
Steamed Grain Rice
Miso Soup and Pickled Vegetables
Prawn, Sweet Potato and Sweet Green Chili
Soba Buckwheat Noodles
Strawberry Ice Cream

¥3,300
上記金額には消費税及びサービス料10%が含まれております
また、メニュー内容は入荷状況により変更になることがございます
The price above includes consumption tax and 10% service charge.
Please note that menu items may be changed without any notice, due to the seasonal availability

昼

【First】
Appetizers
Fresh Sashimi

三、三〇〇円

ソフトドリンク一杯と、四名以上で
ご利用の 場 合はお一 人様分を無 料に。

紅白胡麻豆腐
梅人参、ぶろっこりー
山葵、美味出汁

お造り二種
芽物色々、山葵、土佐醤油

Lunch with a complimentary drink (soft drink) and
for groups of four people or more, a lunch menu for one person will be free

新春 プラン

【一の膳 】
前菜

造り

【二の膳】
焼物

煮物
京芋揚げ煮
焼目篠湯葉
南瓜、絹さや、木の芽

鰆魚醤焼
玉子焼、ぜんまい旨煮
杏子蜜煮、 酢 取茗荷

食事

海老、丸 十、青唐

五穀米御飯
三つ葉
留椀、香 の物

【三の膳】
天婦羅

蕎麦
盛り蕎麦
薬味（洗い葱、海苔、山葵）
煎り胡麻、蕎麦出汁

水菓子 とちおとめアイスクリーム

Special Lunch Menu for New Year Season

鉄板焼きカウンター 新春プラン 昼
from January 7 until January 31

New Year Lunch Specialty
新春感謝プラン ランチ
ステーキ屋さんの特選黒毛和牛ハンバーグステーキ
Lunch with a complimentary drink (soft drink) and
for groups of four people or more, a lunch menu for one person will be free.
ソフトドリンク一杯と四名以上で
ご利用の場合はお一人様分を無料に

Today’s Seasonal Appetizer
季節の小さな前菜
Winter Vegetable Salad with Green Tofu Dressing
冬の彩り野菜サラダ 豆腐ドレッシング
Cheese Hamburger Steak with Demi-glace Sauce
特選黒毛和牛 雪見ハンバーグステーキ
（チーズハンバーグステーキ デミグラスソース）
Sautéed Seasonal Vegetables
シェフおすすめの季節野菜のソテー
Choice of :
お食事を以下よりお選びいただけます
A) Steamed Rice
Beef Tendon Consommé, Pickled Vegetables
白御飯、牛スジコンソメスープ、香の物
B) Fried Garlic Rice (+¥500)
Beef Tendon and Pickled Vegetables
ガーリックライス (+¥500)、牛スジコンソメスープ、香の物
C) Fried Rice with Sea Urchin (+¥850)
Beef Tendon Consommé, Pickled Vegetables
うに炒飯 (+¥850)、牛スジコンソメスープ、香の物
Coffee or Tea
コーヒー又は紅茶

¥3,300

Teppan-yaki Counter serve “Nanatsuboshi” rice from Hokkaido
Please note that menu items may be changed without any notice, due to the seasonal availability.
鉄板焼カウンターでは、北海道産ななつぼし米を使用しております。
また、メニュー内容は入荷状況により変更になることがございます。

The price above includes consumption tax and 10% service charge.
上記金額には消費税及びサービス料10%が含まれております。

寿司カウンター 新春プラン 昼宴
平成3１年1月７日～平成31年1月31日

新春プラン 昼
三、三〇〇円

ソフトドリンク一杯と四名以上で
ご利用の場合はお一人様分を無料に

中トロ、赤身、真鯛、寒鰤

〆鯖、槍烏賊、帆立貝

ずわい蟹、うに、切玉子

生海苔の味噌汁 など週替り

先付二品 ・菜の花とろ湯葉掛け
・数の子土佐漬け

寿司十貫

留椀

水菓子
本日のアイスクリーム
又はシャーベット

Special Lunch Menu for New Year Season
Lunch with a complimentary drink (soft drink) and
for groups of four people or more, a lunch menu for one person will be free.
Amuse-bouche

Boiled Nano-hana dressed with Yuba
Marinated Herring Roe

Sushi

Medium Fatty Tuna, Tuna, Sea Bream, Yellowtail
Vinegared Mackerel, Squid, Scallop, Zuwai Crab, Sea Urchin
and Omelet

Miso Soup

Fresh Laver, etc.

Dessert

Today’s Ice Cream or Sherbet

¥3,300

上記金額には消費税と10%のサービス料が含まれております
メニュー内容は入荷状況により変更になることがございます
The Price above includes consumption tax and a 10% service charge.
Please note that menu items should be changed without any notice, due to the seasonal availability.

