
Classic Ｄinner 
クラシックディナー 

 
Marinated ｔrout, watercress and spring onion sauce 

サクラマスのマリネ クレソンと新玉ねぎのピューレ 
 

Soup of the day or Beef clear soup 

本日のポタージュ または コンソメ 
 

Sauteed Spanish mackerel and bamboo shoot, butter sauce 

鰆のポワレに筍 青海苔入りブールブランソース 
 

Sauteed beef loin, mustard sauce 

国産牛ロース肉のポワレ 粒マスタードソース 
 

Cabbage and whitebait salad 

春キャベツとシラスのサラダ 
 

Strawberry flavored blanc manger with vanilla ice cream, mixed berry compote 

苺風味のブランマンジェとバニラアイス ミックスベリーのコンポート 
 

Petit gateau 

小菓子 
 

Coffee,Tea or Herb Tea 

コーヒー，紅茶，ハーブティ 
 

¥10,000 
 
 

Spring onion mousse, Crabmeat  

新玉ねぎのムース ズワイ蟹添え 
 

Marinated sea bream, Sakura dressing 

真鯛のマリネ 桜花のヴィネグレット 
 

Soup of the day or Beef clear soup 

本日のポタージュ または コンソメ 
 

Sauteed seafood, Newburg style 

魚介のソテー ニューバーグ風 
 

Granite 

お口直しのグラニテ 
 
 
 

Sauteed beef tenderloin, green pepper sauce or Beef stew with nouille 

国産牛フィレ肉のポワレ グリーンペッパーソース 

または 

ビーフシチュー ヌイユ添え 
 
 
 

Cabbage and whitebait salad 

春キャベツとシラスのサラダ 
 

Strawberry flavored blanc manger with vanilla ice cream, mixed berry compote 

苺風味のブランマンジェとバニラアイス ミックスベリーのコンポート 
 

Petit gateau 

小菓子 
 

Coffee, Tea or Herb Tea 

コーヒー，紅茶，ハーブティ 

 

¥14,000 
 
 
 

 

 



 
Appetizer 前 菜   

Smoked salmon   Potato salad  

スモークサーモン  
（ハーフサイズ） 

¥2,600 

￥1,800 

 ポテトサラダ  

（ハーフサイズ） 

¥  950 

\ 700      
Shrimp cocktail   Tomato salad  

海老カクテル  
（ハーフサイズ） 

¥3,200 

\2,200 

 トマトサラダ  

（ハーフサイズ） 

¥1,100 

￥ 700      
Assorted hors d'oeuvres   Combination salad  

オードヴル盛り合わせ  

（ハーフサイズ） 

¥3,200 

\2,200 

 コンビネーションサラダ  
（ハーフサイズ） 

¥1,100 

￥ 700 

     

Soup スープ   
Soup of the day   Beef clear soup  

本日のポタージュ ¥1,600  コンソメスープ ¥2,300 

(ハーフサイズ) ￥1,000  (ハーフサイズ) \1,700      
Tomato gratin soup with egg   Onion gratin soup  

玉子入りトマトグラタンスープ ¥1,800  オニオングラタンスープ ¥2,300 

     

Seafood  魚料理   
Rainbow trout Fujiya style   Crabmeat croquette tomato sauce or tartar sauce  

虹鱒富士屋風  

(ハーフサイズ) 
¥2,600 

￥1,800 

 蟹クリームコロッケ 
トマトソースまたはタルタルソース 

 

¥3,900 

    (ハーフサイズ) \2,700 
Seafood coquille gratin    

シーフードコキールグラタン ¥3,600    

     

Meat 肉料理   
Chicken cutlet   Veal cutlet, spaghetti  

チキンカツレツ メリーランド風 ¥2,800  仔牛のカツレツ スパゲッティ添え ¥3,900      
Hamburger steak   Beef stroganoff  

ハンバーグステーキ ¥4,100  牛肉のサワークリーム和え バターライス添え ¥4,500      
Stewed beef tongue   Stewed beef tail  

牛タンシチュー 酢キャベツ添え ¥5,800  牛テールシチュー ¥5,800      
 
Beef stew 

 Beef tenderloin steak 
Please choose one steak sauce〈Truffle, Wasabi, or Red wine sauce〉 

ビーフシチュー ¥6,200  国産牛フィレ肉のステーキ お好みのソースで(120ｇ) 

   トリュフソース・わさびソース・赤ワインソース ¥7,300    
(ハーフサイズ) \5,100 

     
Bread   Rice  

パン ￥700  ライス ￥600 
     

   
Salad set Soup set Salad ＆ Soup set 

サラダセット スープセット サラダ、スープセット 
With Salad, Bread or Rice, Coffee With Soup, Bread or Rice, Coffee With Soup, Salad, Bread or Rice, Coffee 

（サラダ、パンまたはライス、コーヒー付き） （本日のスープ、パンまたはライス、コーヒー付き） （サラダ、本日のスープ、パンまたはライス、コーヒー付き） 

\2,100 \2,300 \2,900 
 

Upgrade to Beef clear soup is available with additional 700 yen. 
＊コンソメスープへの変更は\700 の追加料金にて承ります。 

 
   

Desserｔ デザート   
Apple pie   Apple pie a la mode  

アップルパイ ¥  950  アップルパイアラモード ¥1,500      
Vanilla Ice cream   Sherbet  

バニラアイスクリーム ¥  800  シャーベット各種 ¥  800      
Custard pudding   Pudding a la mode  

カスタードプリン ¥  850  プリンアラモード ¥1,300      
   Chocolate nuts sundae  
   チョコレートナッツサンデー ¥ 950 

     

Beverage お飲み物   
Coffee   Cafe latte  

コーヒー ¥1,200  カフェラテ ¥1,400      
Espresso   Espresso(Ｄouble)  

エスプレッソ ¥1,200  エスプレッソ（ダブル） ¥1,400 
Tea   Herb tea  

紅茶 ¥1,200  ハーブティ ¥1,200 

     

The above amount includes service charge and consumption tax. 

上記の金額には消費税、サービス料が含まれております。 


