～ブリティッシュフェア～ 味わいコース
AJIWAI Course
～おすすめの逸品に人気の焼き鳥５種とお食事が付いたコース～
サーモンとパプリカのマリネ・白胡麻豆腐 山葵 キャビア

地鶏と米沢牛のコース
YAKITORI and Yonezawa Beef Course
～地鶏と米沢牛を楽しめる料理長おすすめのコース～
サーモンとパプリカのマリネ・白胡麻豆腐 山葵 キャビア

Marinated salmon and paprika,White sesame tofu with wasabi and caviar

Marinated salmon and paprika,White sesame tofu with wasabi and caviar

大山鶏手羽先塩焼き

大山鶏手羽先塩焼き

Grilled chicken wing

Grilled chicken wing

ロメインレタスと水菜のサラダ ベーコンチップ添え シーザードレッシング

ロメインレタスと水菜のサラダ ベーコンチップ添え シーザードレッシング

Salad with bacon chips Caesar dressing

Salad with bacon chips Caesar dressing

米沢牛フィレ網焼き 本山葵 レモン 割醤油

大山鶏葱間塩焼き・大山鶏笹身塩焼き 山葵添え
Grilled chicken and leek,chicken breast with wasabi

Grilled Yonezawa beef fillet with fresh wasabi and lemon and soy assignment

鶏肉のアイリッシュウィスキー煮込み

秋田県産比内地鶏もも正肉・名古屋コーチン葱間(タレ焼き)

Stewed chicken with Irish whiskey and vegetables

Grilled chicken thigh, chicken and leek

大山鶏もも正肉・つくね（タレ焼き）

米沢牛ロース網焼き 柚子胡椒 レモン ステーキソース

親子丼・鶏スープ・香の物 または 鶏そぼろスープご飯・香の物
または 卵かけごはん・香の物

親子丼・鶏スープ・香の物 または 鶏そぼろスープご飯・香の物
または 卵かけごはん・香の物

Grilled Yonezawa beef sirloin
with yuzu pepper and lemon and steak sauce

Grilled chicken thigh, chicken meat ball

OYAKO-DON（Egg and chicken rice bowl), soup and pickles or
TORI-SOBORO-CHAZUKE(Ground chicken meet rice bowl with chicken soup), pickles or
TAMAGOKAKEGOHAN (Rice with raw egg), soup and pickles

デザート
Dessert

\5,600

Special price for staying guests
ご宿泊者優待券料金 \5,300
【おすすめオプションメニュー】
＋￥２，０００で米沢牛ロース網焼きが追加できます。

OYAKO-DON（Egg and chicken rice bowl), soup and pickles or
TORI-SOBORO-CHAZUKE(Ground chicken meet rice bowl with chicken soup), and pickles or
TAMAGOKAKEGOHAN (Rice with raw egg), soup and pickles

デザート
Dessert

\8,600

Special price for staying guests
ご宿泊者優待券料金
\8,000
SEIBU PRINCE CLUB 会員

\7,700

Additional charge of 2,000 yen for grilled Yonezawa beef sirloin
※特定原材料７品目（えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）による食物アレルギーがございましたら、あらかじめ
係へお申し付けください。
※Please inform us if you have allergies to shrimp (prawn) /crab/ wheat/ buckwheat/ egg/ milk/ peanuts
before placing your order.
※厨房内の調理器具は十分な洗浄を施しておりますが、すべての食材を同一の環境で調理しております。
※Please be advised that all ingredlents are prepared in the same kitchen.

※写真はイメージです。
※Photo is image.
※仕入の状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。
※Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
※当店で使用しているお米の産地情報については、係にお尋ね下さい。
※If you would like to know about the origin of the rice used in this restaurant, please ask a staff member.
※表記料金には消費税が含まれております。別途会計時にサービス料（１０％）を加算させていただきます.
※Price includes consumption tax, Additional 10% will be added for service charge.

