LUNCH COURSE

CLASSIC ITALIAN
3,630 yen

茸のマリネと根菜のインサラータ

APPETIZER

Marinated Mushroom and Root Vegetable Salad

牛蒡のミネストローネ

SOUP

Minestrone with Burdock

魚介と葱のプッタネスカ

PASTA

Spaghetti Puttanesca with Seafood and Scallion

鶏もも肉のフリカッセ

MAIN MEAT

Chicken Fricassee

ピスタチオのカタラーナ

DESSERT

Pistachio Catalana

パン、コーヒーまたは紅茶
Bread, Coffee or Tea

乾杯酒プラン

510 yen

スパークリングワイン / グラスワイン / ビール / ソフトドリンク から1杯お選びいただけます。

Choose one drink for toast from sparkling wine/glass wine/beer/soft drink

ソフトドリンク5種のフリードリンクプラン

1,210 yen

Free-ﬂow drinks (5 kinds of soft drinks)

アルコール各種、ソフトドリンク5種のフリードリンクプラン
Free-ﬂow drinks (5 kinds of soft drinks and each alcohol)

2,420 yen

〔BY ORDER〕
アルコール

1,000 yen

ビール / ワイン(赤・白) / 日本酒 / 焼酎 / ウイスキー / カクテル各種

< Alcohol > Beer / Glass Wine / Sake / Shochu / Whisky / Cocktail

ソフトドリンク

500 yen ウーロン茶 / オレンジジュース / マンゴージュース / ジンジャーエール / グレープフルーツジュース
< Soft Drink > Oolong Tea / Orange Juice / Mango Juice / Ginger Ale / Grapefruits Juice

□ 上記プランは30名様よりパーティー会場にてご利用いただけます。

□ 写真はイメージです。

□ ご案内の料金には消費税と10％のサービス料が含まれております。

□ お料理の内容は季節によって変わることがございます。

□ 上記プランはお料理・室料が含まれます。

□ 会場のご利用時間は2 時間です。（ 30分延長につきお一人様550円を頂戴いたします）

□ お米、その他食材の産地についてはお気軽にお声がけください。

LUNCH COURSE

MODERN ITALIAN
6,050 yen

スカンピのカダイフ巻き

AMUSE

パルマ産生ハム

Shrimp Kadaif with Prosciutto

サーモンのマリネ

APPETIZER

フレッシュハーブ

Marinated Salmon with Fresh Herb

鶏もも肉と牛蒡のラグー

PASTA

カサレッチェ

Casarecce with Chicken and Burdock Ragu

真鯛のソテー

MAIN FISH

サルサヴェルデ

Sauteed Sea Bream with Salsa Verde

ガリシア豚のグリル

MAIN MEAT

粒マスタードソース

Grilled ”Galicia”Pork with Grain mustard sauce

洋梨のタタン

DESSERT

Pear Tarte Tatin

パン、コーヒーまたは紅茶
Bread, Coffee or Tea

乾杯酒プラン

510 yen

スパークリングワイン / グラスワイン / ビール / ソフトドリンク から1杯お選びいただけます。

Choose one drink for toast from sparkling wine/glass wine/beer/soft drink

ソフトドリンク5種のフリードリンクプラン

1,210 yen

Free-ﬂow drinks (5 kinds of soft drinks)

アルコール各種、ソフトドリンク5種のフリードリンクプラン
Free-ﬂow drinks (5 kinds of soft drinks and each alcohol)

2,420 yen

〔BY ORDER〕
アルコール

1,000 yen

ビール / ワイン(赤・白) / 日本酒 / 焼酎 / ウイスキー / カクテル各種

< Alcohol > Beer / Glass Wine / Sake / Shochu / Whisky / Cocktail

ソフトドリンク

500 yen ウーロン茶 / オレンジジュース / マンゴージュース / ジンジャーエール / グレープフルーツジュース
< Soft Drink > Oolong Tea / Orange Juice / Mango Juice / Ginger Ale / Grapefruits Juice

□ 上記プランは20名様よりパーティー会場にてご利用いただけます。

□ 写真はイメージです。

□ 上記プランはお料理・室料が含まれます。

□ お料理の内容は季節によって変わることがございます。

□ ご案内の料金には消費税と10％のサービス料が含まれております。

□ 会場のご利用時間は2 時間です。（ 30分延長につきお一人様550円を頂戴いたします）

□ お米、その他食材の産地についてはお気軽にお声がけください。

