Lunch Course ‘‘Seasonal Taste’’

Dining Room
11:30－14:00 (L.O)

Choose 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

Citrus fruit salad, tomato, endive, mozzarella cheese, basil oil
柑橘フルーツサラダ トマト アンディーブ モッツァレラチーズ バジルの香り

Creamy new cabbage soup, bacon
新キャベツのクリームスープ ベーコン

Seabream carpaccio, radish, orange and tomato vinaigrette

+¥500

愛媛県産真鯛のカルパッチョ ラディシュ オレンジとトマトのビネグレットソース

Prosciutto - wrapped house made turkey ham, pickled radicchio and endive, raspberry dressing

+¥500

生ハムで巻いた自家製ターキーハム ラディキオのピクルスとアンディーブ添え ラズベリードレッシング

**********
Choose of one main dish
メインディッシュをお選びください

Pasta of the day

Clubhouse sandwich, French fries

Beef curry, rice

本日のパスタ

特製クラブハウスサンドイッチ フレンチフライ添え

ビーフカレー

Pan-roasted salmon, Iberico chorizo, little gem lettuce , boiled egg, caper, semidried tomato, brawn butter sauce

+¥800

サーモンのロースト イベリコチョリソー リトルジェムレタス ゆで卵 ケッパー セミドライトマト 入り焦がしバターソース

Slow cooked SPF Kirishima pork shoulder, warm ravigote sauce

+¥800

低温調理した SPF 霧島純粋豚の肩ロース ラビゴットソース

Grilled New zealand beef rib eye, garlic and potato confit, chimichurri

+¥1,000

ニュージーランド産牛リブアイのグリル ガーリックとポテトのコンフィ チミチュリソース

**********
Choose of one dessert
デザートをお選びください

Chef’s special cheesecake, whipped cream, berry
ペストリーシェフ特製チーズケーキ ホイップクリーム ベリー

Fruits salad, sherbet, tapioca, chamomile water
フルーツサラダ シャーベット タピオカ入りカモミールウォーター

Inclusive of a glass
お飲み物をお選び下さい

Coffee or Tea
コーヒー 又は 紅茶

¥3,500

A la carte
Salad & Soup

Pasta & Sandwich

Green salad, home-made dressing
グリーンサラダ 自家製ドレッシング

¥1,800

Caesar salad, lettuce, bacon, anchovy, parmesan cheese

¥1,900

¥2,400

¥2,800

¥2,200

“クロック マダム”
ベイクドハム グリュイエールチーズ ポーチドエッグ

¥2,400

特製クラブハウスサンドウィッチ フレンチフライ

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

Chef’s burger, Japanese beef patty, bacon, cheese
smoked egg tartar sauce

¥2,700

国産ビーフバーガー ベーコン チーズ
燻製玉子のタルタルソース

Dessert
Chef’s special cheesecake, whipped cream, berry

Japanese selection
ビーフカレー

¥2,400

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

Clubhouse sandwich, French fries

タラバガニサラダ アボカド マンゴー
カクテルソース

Beef curry, steamed rice, pickles

10 kinds of vegetables pasta, garam masala
spicy tomato sauce

“Croque madame”
baked ham, gruyère cheese, poached egg

ギリシア風サラダ フェタチーズ キュウリ トマト
パプリカとオリーブ ヨーグルトドレッシング

King crab salad, avocado, mango
cocktail sauce

¥1,900

本日のパスタ

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

Greek salad, feta cheese, cucumber, tomato,
bell pepper, olive, yogurt dressing

Pasta of the day

¥1,200

ペストリーシェフ特製チーズケーキ ホイップクリーム ベリー

¥2,400

Fruits salad, sherbet, tapioca, chamomile water
フルーツサラダ シャーベット タピオカ入りカモミールウォーター

Menu may change according to the season and delivery. All prices are inclusive of tax and are subject to a 13% service charge.
メニューは季節により変わりますのでご了承ください。上記税込料金にサービス料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
HYATT REGENCY HAKONE RESORT AND SPA

Lunch

¥1,200

