Dining Room

Lunch Course ‘‘Seasonal Taste’’

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

Porcini risotto
ポルチーニリゾット

Soup of the day
本日のスープ

“Terrine de Gourmande”
pork, chicken, bacon, chestnut, plum, mustard, red cabbage grecque

+¥500

“美食家風テリーヌ” フォアグラ ポーク チキン
ベーコン 栗 プラム マスタード レッドキャベツのグレッグ

Cold smoked Odawara local mackerel pickled turnip,“Inkanomezame” potato, eggplant tapenade

+¥500

小田原産真鯖の軽いスモーク インカの目覚めと蕪ピクルスのサラダ 万願寺唐辛子 茄子のタプナード添え

********************************************************************************
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

Clubhouse sandwich, French fries

本日のパスタ

Beef curry, rice

特製クラブハウスサンドウィッチ フレンチフライ添え

Pan-fried spanish mackerel, cauliflower mousse sauce crustaceans

ビーフカレー

+¥800

サワラのポワレ カリフラワームース ロブスターエキス

Grilled Japanese pork loin, creamy white polenta, grain mustard, rosemary flavor sweet sauce +1,000
相模三元豚おざさロース肉グリル クリーミーホワイトポレンタ 粒マスタードとローズマリー風味のスイートソース
New Zealand Canterbury beef ribeye roll, french fries, café de paris butter

+¥1,500

ニュージーランド産カンタベリー牛リブアイロールとフレンチフライ カフェドパリバター

********************************************************************************
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

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

¥2,200

¥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
¥2,800

2,100
2,400

特製クラブハウスサンドウィッチ フレンチフライ

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

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

Dessert
Chef’s special cheesecake, whipped cream, berry

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

Assorted Ice cream plate

Japanese selection
ビーフカレー

¥2,400

ベジタブルサンドウィッチ グリーンサラダ

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

Vegetable sandwich, green salad

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

¥2,100

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

アイスクリーム 3 種盛り合わせ

2,400

Seasonal fruits
季節のフルーツ盛り合わせ

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

1,200

