8
プッシー ・ キャット
( ノンアルコール )
Pussy Cat （Non-Alcohlic Cocktail）

ボッチボール ・ ジンジャー
夏野菜の中華ちらし

Boccie Ball Ginger

Ricebowl topped with summer vegetable starchy sauce

( コーヒー または 紅茶付き )
〈メイン料理、スープ、小皿料理 2 種、デザート〉

Hotel made Dessert set

葉月セット

Main dishes and soup, small plate dishes, desert with coffee

Hazuki set (With green tea , coffee or tea)（煎茶 または コーヒー・紅茶付き）

豆腐チーズケーキ
Tofu cheesecake
ほうじ茶プリン
Roasted green tea pudding
いちご求肥巻き
Strawberry Gyuhi roll

＊Gyuhi is one of the materials
of Japanese confectionery
and a kind of rice cake made by kneading.

飲茶ランチ
Dim sum lunch

8

( コーヒー または 紅茶付き )

1 段目：焼売、韮入り蒸し餃子
1：Dim sum
2：Steamed chicken with ginger
2 段目：鶏肉の生姜蒸し
3：Rice with roasted pork and
3 段目：チャーシューと味付け煮卵の御飯
boiled eggs
玉子スープ・ザーサイ
Set with Egg drop soup, Zha cai and coffee

週替わり
ランチセット
8
8

1

8

5

月

すだちうどん
Udon with sudachi citrus

いなり寿司
Sushi wrapped in fried tofu

8

8

8

15

豚肉のソテー ジャポネーズソース
Saute pork with Japanese sauce

水

月

8

10

8

19

月

三種小丼（鰻・湯葉・クーブイリチー）
A small bowl of 3 kinds ingredients
(eel, tofu skin, stir for seaweed)
( 香の物、味噌椀付き )
With pickles and miso soup

8

22

8

26

ハヤシライス スクランブルエッグ添え
Hashed beef rice with scrambled eggs
( サラダ、スープ付き )
With salad and miso soup

8

29
月

8

31
水

むぎとろろ御飯

八寸

煮魚

Ricebowl topped with grated chinese yam
small bowl, boiled fish
( 香の物、味噌椀付き )
With pickles and miso soup

※別途 200 円の追加料金でコーヒー または 紅茶をご用意いたします。

Hotel made Dessert set

葉月セット
Hazuki set (With green tea , coffee or tea)

豆腐チーズケーキ
Tofu cheesecake
ほうじ茶プリン
Roasted green tea pudding
Strawberry Gyuhi roll
いちご求肥巻き
＊Gyuhi is one of the materials of Japanese confectionery
and a kind of rice cake made by kneading.

ベーコンと野菜のトマトスパゲティ
Tomato spaghetti with bacon and vegetables

〈パン ・ コーヒー または 紅茶付き〉

B

or tea

プッシー ・ キャット
( ノンアルコール )
Pussy Cat （Non-Alcohlic Cocktail）

ボッチボール ・ ジンジャー
Boccie Ball Ginger

