
 

Set menu 
セットメニュー 

A set    Salad of seasonal vegetables 

季節野菜のサラダ 
 

Pasta (Please choose from a separate sheet of paper.) 
パスタ（別紙よりお選びください）  

Dessert (Crème brulee) 
ドルチェ（クレームブリュレ） 

 
Coffee or Tea 

コーヒー又は紅茶  \ 1,850 
 

B set      Salad of smoked salmon 

スモークサーモンのサラダ 
Or 又は 

 
Assorted appetizers (Quiche / Smoked salmon / Homemade pickles) 

前菜盛り合わせ (キッシュ / スモークサーモン / 自家製ピクルス) 
 

Pasta (Please choose from a separate sheet of paper.) 
パスタ（別紙よりお選びください）  

Dessert 
ドルチェ 

 
Coffee or Tea 

コーヒー又は紅茶  \ 2,750 
 

C set           Assorted appetizers 
(Foie gras terrine / Quiche / Smoked salmon / Homemade pickles)  

前菜盛り合わせ (フォアグラのテリーヌ･キッシュ･スモークサーモン･自家製ピクルス等) 
 

Salad of seasonal vegetables 

季節野菜のサラダ 
 

Pasta (Please choose from a separate sheet of paper.) 

パスタ（別紙よりお選びください） 
 

Today's meat dish 

本日の肉料理 
 

Dessert 

ドルチェ 
 

Bread    Coffee or Tea 

             パン   コーヒー又は紅茶  \ 4,650 
 
 

 表示価格より別途消費税を頂戴いたします。 
The price does not include consumption tax 

 

 

 

 



 
À la carte 

ア･ラ･カルト 
 

.Salad of seasonal vegetables 

季節野菜のサラダ             \650 

Salad of smoked salmon 

スモークサーモンのサラダ               \1,100 

Homemade raisin butter 

自家製レーズンバター           \550 

Ajillo (shrimp) (seasonal food) 

アヒージョ(海老)(他旬物)           \1,100 

Karuizawa sausage 

軽井沢ソーセージ             \1,300 
Pizza margherita 

ピッツア マルゲリータ           \1,100 

Pizza Raw ham 

生ハムピッツア              \1,200 

Soup curry of chicken thigh meat  

骨付き鶏もも肉のスープカレー       \1,300 

Hamburger steak (with rice) 

ハンバーグ（ライス付）                   ￥1,300 

Beef stew 

ビーフシチュー              \1,400 

Toungue stew 

タンシチュー               \1,650 

Japanese beef sirloin steak 200g 

国産牛のサーロインステーキ 200g           \4,200 

Crème brulee 

クレームブリュレ             \400 

Crème cheese flavored ice crème (raisin) 

クリームチーズアイス(ﾚｰｽﾞﾝ入り)      \550 

Bread / Rice 

パン ・ ライス              \200 
 
 

表示価格より別途消費税を頂戴いたします。 
The price does not include consumption tax 

 

 
 
 

 



表示価格より別途消費税を頂戴いたします。

The price does not include consumption tax

Tomato spaghetti in white sauce of Portunus trituberculatus

渡り蟹のトマトクリームスパゲッティー 1,200

Seafood spaghetti (tomato)

シーフードスパゲッティー（トマト） 1,200
Seafood spaghetti (salt)

シーフードスパゲッティー（塩） 1,200

Spaghetti soy sauce flavor of seasonal vegetables

きのこと有機野菜のスパゲッティー（醤油） 1,200

Carbonara

カルボナーラ 1,200
Peperoncino

ペペロンチーノ 850

Pasta
Please choose pasta of a set menu from this.



 
menu 

 
Teppanyaki 

鉄板焼き  
￥2,980  国産牛ロース 100ｇ 

             焼野菜/ライス 

             コーヒー 

Japanese beef loin 100g / Grilled vegetables / Rice / Coffee 

 

 

       ￥5,000  国産牛ロース 150ｇ 

             焼野菜/サラダ/ライス 
             コーヒー 

Japanese beef loin 150g / Grilled vegetables / Salad / Rice / Coffee 

 
 

       ￥8,000  国産牛ロース 150ｇ 

             有頭エビ/ホタテ 
焼野菜/サラダ/ライス 

アイスクリーム 

             コーヒー 
Japanese beef loin 150g / Shrimp / scallops / Grilled vegetables  

/ Salad / Rice / Ice creame / Coffee 

 
 
 

表示価格より別途消費税を頂戴いたします。 
The price does not include consumption tax 

 
 
 
 
 



 
一品料理 
À la carte 

 
 

とん平焼き      ￥700 
Tonpei-yaki 

 
          関西風お好み焼き     ￥1,100 

Okonomi-yaki 
 
               広島風お好み焼き(麺入り) ￥1,300 

Okonomi-yaki with noodles 

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示価格より別途消費税を頂戴いたします。 
The price does not include consumption tax 

 

 

 


