テイクアウトメニュー Take-out Menu
予約制（時間指定）
予約制（時間指定）
Japanese Wadakura

日本料理 和田倉
彩り 六段重
彩り 四段重

¥12,000
¥8,000

天麩羅 巽

Six-tiered Lunch Box
Four-tiered Lunch Box

Tempura Tatsumi

天 重（9 品）
天 重（7 品）

¥7,000
¥5,000

鉄板焼 濠

TENJU (9 items)：Bowl of rice topped with tempura
TENJU (7 items)：Bowl of rice topped with tempura

Teppanyaki GO

近江牛 ステーキ重
黒毛和牛 ステーキ重

¥11,000
¥7,000

グランド キッチン サラダ & スープ
季節野菜の彩りサラダ
シーザーサラダ / プロシュート、ロメインレタス、パルミジャーノ
クラムチャウダースープ
ミネストローネスープ

Grand Kitchen Salads & Soups
¥1,600

Mixed seasonal salad

¥1,800

Caesar salad / prosciutto, romaine lettuce, Parmigiano
Clam chowder soup
Minestrone soup

¥1,500
¥1,500

グランド キッチン 魚料理 & 肉料理
本日の魚のソテー / トマトとケッパーのソース
スコットランド産サーモンのソテー / ベアルネーズソース
三元豚ロース肉のスパイシーグリル / ラタトゥイユを合わせたスムール
大山鶏もも肉のグリル / サフランライス / 粒マスタード風味のグレイビー

Grand Kitchen Fish & Meat
¥3,600
¥3,600
¥3,800
¥3,700

グランドキッチン ライトディッシュ＆
イトディッシュ＆フェイ
フェイヴァリット
クラブハウス サンドウィッチ / ﾁｷﾝ、玉子、ﾍﾞｰｺﾝ、ﾄﾏﾄ、ﾌﾗｲﾄﾞﾎﾞﾃﾄ
国産牛オリジナルハンバーガー / ﾌﾗｲﾄﾞｴｯｸﾞ、ﾁｪﾀﾞｰ、ﾍﾞｰｺﾝ、ﾌﾗｲﾄﾞﾎﾞﾃﾄ
和牛オリジナルハンバーガー / ﾌﾗｲﾄﾞｴｯｸﾞ、ﾁｪﾀﾞｰ、ﾌﾗｲﾄﾞﾎﾞﾃﾄ
カレー各種 ライス＆プティサラダ
＊ ビーフ、チキン、シュリンプ＆帆立貝 からお選びください
シーフードピラフ / シャトーソース
国産牛リブロースのステーキ重

グランドキッチン セットメニュー

Premium Ohmi beef over rice
Japanese black beef over rice

Pan-seared fish of the day / tomato and caper sauce
Pan-seared Scottish salmon / Béarnaise sauce
Spicy grilled pork loin / couscous with ratatouille
Grilled “Daisen” chicken leg / saffron rice / grain mustard flavored gravy

Grand Kitchen Light Dishes & Favorites
¥2,200
¥2,400
¥3,900
¥2,500
¥2,500
¥4,500
¥6,000

魚料理＆肉料理より 1 品お選びください。

Clubhouse sandwich / chicken, egg, bacon, tomato, French fried potatoes
Japanese beef burger / fried egg, Cheddar, bacon, French fried potatoes
Wagyu burger / fried egg, Cheddar, French fried potatoes
Curry, steamed rice, small salad
＊ with a choice of : beef, chicken, shrimp & scallop
Seafood pilaf / château sauce
Japanese beef rib steak over rice

Grand Kitchen Prix-fixe Menu
Please select one item from Fish & Meat.
＊ comes with Caesar salad, baguette and dessert

＊ シーザーサラダ、バゲットと小菓子 付き

鮨 かねさか

Sushi Kanesaka

太巻き
ばらちらし

¥4,000
¥5,000

中国飯店 琥珀宮
二段重

Thick rolled sushi
Chirashi-sushi

Amber Palace
¥15,000

スイーツ
スイーツ

Two-tiered Lunch Box

Sweets

マロンシャンティイ
ショートケーキ
マンゴ プリン

¥680
¥600
¥600

お飲み物

Marron Chantilly
Gâteau aux Fraises
Mango pudding

Beverages

オレンジジュース (250ml)
トマトジュース (250ml)
マンゴジュース (250ml)

¥600
¥600
¥600

Orange Juice (250 ml)
Tomato Juice (250 ml)
Mango Juice (250 ml)

表示価格に別途消費税 8%を加算させていただきます。
食材によるアレルギーなどがございましたら、予め係へお申し付けください。また、米飯類・米加工品の産地情報については、スタッフにお尋ねください。
食材の都合などにより一部メニューを変更する場合がございます。
All prices are in Japanese Yen, subject to an additional 8% tax.
Kindly inform our staff prior to ordering if you have any food allergies or are observing dietary restrictions. For inquiries about rice-based foods, kindly ask our service staff.
Menus are subject to change without further notice.

