
 

 

 

ランチ

AAAA    set 

パスタ（別紙よりお選びください

 
BBBB    set 

スモークサーモンのサラダ

パスタ（別紙よりお選びください

 

Lunch set menu 

ランチ セットメニュー 
 

 

Green salad 

グリーンサラダ  
 

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

パスタ（別紙よりお選びください） 
 

Dessert    

ドルチェ（ブリュレ） 
 

Coffee or Tea 

コーヒー⼜は紅茶 
             
 

\ 2,000 
                 

Salad of smoked salmon 

スモークサーモンのサラダ 
 

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

パスタ（別紙よりお選びください） 
 

Dessert    

ドルチェ 
 

Coffee or Tea 

コーヒー⼜は紅茶 
             
 

\ 3,000 
 

 

表示価格には消費税が含まれております。 
The price includes tax. 

 

 

 

              

                  

              



ディナー
AAAA    set 

Assorted appetizers (

(キッシュ

パスタ

BBBB    set 

Assorted appetizers

(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

パスタ

 

パン

 ￥8,000 のシェフお任せコースもご用意しております（要予約）

 

Dinner set menu 
ディナー セットメニュー 

 

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 
 

\ 3,000 
              

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

 

Green salad 

グリーンサラダ 
 

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    

 

\ 5,000 
 
 

のシェフお任せコースもご用意しております（要予約）
 

表示価格には消費税が含まれております。 
The price includes tax. 

 
 

 

               

 

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) 

のシェフお任せコースもご用意しております（要予約） 



 

 

Green salad    

グリーンサラダ
Salad of smoked salmon    

スモークサーモン
Homemade raisin butter 

自家製レーズンバター
 

Ajillo 

アヒージョ
Karuizawa sausage    

軽井沢ソーセージ
Pizza margherita 

ピッツア マルゲリータ
Pizza Raw ham    

生ハムピッツア
Soup curry of chicken thigh meat / Salad

骨付き鶏もも⾁のスープカレー
Beef stew    

ビーフシチュー
Toungue stew    

タンシチュー
Japanese beef sirloin steak 200g

国産牛のサーロインステーキ
Bread / Rice    

パン ・ ライス
 

 

À la carte 
ア･ラ･カルト 

 

 

サラダ ....................... \700 
 

    

スモークサーモンのサラダ ................. \1,200
 

 

レーズンバター ............. ￥600

アヒージョ .............................. \1,200
 

軽井沢ソーセージ .................... \1,400
 

マルゲリータ ............ \1,200
 

ピッツア ....................... \1,300
 

Soup curry of chicken thigh meat / Salad 

骨付き鶏もも⾁のスープカレー ..... \1,400
 

シチュー ....................... \1,500
 

タンシチュー .......................... \1,800
 

steak 200g 

国産牛のサーロインステーキ 200g ..... \4,500
 

ライス ....................... \200 
 

表示価格には消費税が含まれております。 
The price includes tax. 

 

 

00 

600 

00 

00 

1,200 

1,300 

1,400 

1,500 

1,800 

4,500 

 



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 1,300

Spaghetti in white sauce of raw dried mullet roe

生からすみのクリームスパゲッティー 1,300
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） 1,300

Please choose pasta of a set menu from this.
◆セットメニューのパスタはこちらよりお選び下さい◆

Seafood spaghetti (tomato)

シーフードスパゲッティー（トマト） 1,300
Seafood spaghetti (salt)

シーフードスパゲッティー（塩） 1,300

Carbonara

カルボナーラ 1,200
Peperoncino

ペペロンチーノ 900


