Lunch Course ‘‘Seasonal Taste’’

Dining Room
11:30－14:00 (L.O)

Choice of one appetizer

前菜をお選びください

Caesar salad, lettuce, bacon, anchovy, parmesan cheese
シーザーサラダ レタス ベーコン アンチョビ パルメザンチーズ
Kamakura Burrata, amela tomato
鎌倉産ブッラータチーズとアメーラトマト
Marinated "Kunugi trout", orange dressing, color tomato
富士山麓のくぬぎ鱒のマリネ オレンジドレッシング カラートマト
Soup of the day
本日のスープ
Sauteed foie gras, caramelized figs, balsamic sauce ＋￥800
フランス産フォアグラのソテー 無花果のキャラメリゼ バルサミコソース

Choice of one main dish

メインディッシュをお選びください

Pasta of the day
本日のパスタ

Clubhouse sandwich, French fries
特製クラブハウスサンドウィッチ
フレンチフライ添え

Beef curry, rice
ビーフカレー

Grilled “Goten free range" local chicken breast, shallots, dried fruit, spice chutney ＋￥800
御殿地鶏ムネ肉のグリル エシャロット ドライフルーツとスパイスのチャツネ
Chile spice flavor pan-seared lobster, scallops, chorizo, green onion, lemon confit ＋￥1,500
ロブスターとホタテのパンシアード エスニック風味 チョリソー ネギ レモンコンフィ
Grilled Irish hereford beefloin, french fries, café de paris butter +￥2,000
アイルランド産ヘレフォードビーフロインとフレンチフライ カフェドパリバター

Fruits salad, red berry sherbet
フルーツサラダ 赤い実のシャーベット
Coffee or tea
コーヒー 又は 紅茶
￥3,500

A la carte
Salad & Soup

Japanese selection

Green salad, home-made dressing
グリーンサラダ 自家製ドレッシング
Caesar salad, lettuce, bacon, anchovy, parmesan cheese
シーザーサラダ
レタス ベーコン アンチョビ パルメザンチーズ

￥1,800

2,200

Taco rice, cheese, lettuce, tomato
タコライス チーズ レタス トマト
Beef curry, steamed rice, pickles
ビーフカレー

￥ 2,200

2,400

Pasta & Sandwich
Nice style salad, seared tuna, olives, anchovy, egg
"Inkanomezame"potato, local vegetables
ニース風サラダ 鮪赤身のシアード オリーブ アンチョビ 卵
インカの目覚め

2,400

King crab salad, avocado, mango
cocktail sauce
タラバガニサラダ アボカド マンゴー
カクテルソース

2,800

Soup of the day
本日のスープ

1,000

Onion gratin soup
オニオングラタンスープ

1,400

Pasta of the day
本日のパスタ

2,100

10 kinds of vegetables pasta, garam masala
spicy tomato sauce
10種類の野菜とガラムマサラ香る
スパイシーなトマトソースパスタ

2,400

Clubhouse sandwich, French fries
特製クラブハウスサンドウィッチ フレンチフライ

2,400

Chef’s burger, Japanese beef patty
bacon, cheese, french fries
国産ビーフバーガー ベーコン チーズ フレンチフライ

2,700

Menu may change according to the season and delivery. All prices are inclusive of tax and are subject to a 13% service charge.
メニューは季節と仕入れ状況により変わりますので、ご了承下さい。上記は消費税を含む料金で、別途サービス料(13%)を加算させていただきます。
Reservations, contact: +81 460 82 2000 Or visit: hakone.regency.hyatt.com hakone.regency.hyatt.jp

Lunch

