和食
ご利用人数

20〜40名さま
Japanese food

Hakone Sengokuhara Prince Hotel

Group lunch plan

Number of people
20 ‒ 40

￥3,850
￥5,500
箱前菜・鯵のつみれ汁・お造り盛り合せ
焼き物・鯵フライ・百合根まんじゅう
炊き込みご飯・カニ味噌汁・水菓子

Appetizer box, Horse mackerel ﬁsh ball soup,
Assorted sashimi, Grilled dish,
Fried breaded horse mackerel, Lily bulb dumpling,
Japanese mixed rice, Crab miso soup, Dessert

先付け(二種)・お造り盛り合せ
揚げ出し豆腐のあんかけ・しらすのサラダ
鯵フライ・炊き込みご飯・鯵のつみれ汁・水菓子
Appetizers (two types), Assorted sashimi,
Deep-fried tofu with starchy dashi sauce,
Boiled whitebait salad, Fried breaded horse mackerel,
Japanese mixed rice,
Horse mackerel ﬁsh ball soup, Dessert

大箱根カントリークラブで人気の「鯵フライ」と、料理長こだわりの味「鯵のつみれ汁」をメニューに加えました。
Fried breaded horse mackerel, a popular dish at the Daihakone C

※ 近隣美術館は車で5〜10分、すすき草原は徒歩10分、その他は車で30分圏内です。

* Nearby art museums are ﬁve to 10 minutes away by car, the grass ﬁelds are 10 minutes away by foot,
and other spots are within 30 minutes by car.

洋食
ご利用人数

洋食

20〜90名さま
Western food

Western food

Kamiyama Course

￥4,950

Number of people
20 ‒ 90

（税込 Tax included）

・本マグロと帆立貝のタルタル仕立て
赤ピーマンソース
・オニオンスープ
・国産牛フィレ肉とフォアグラのポワレ
マデラ酒風味ソース
・デザート・コーヒー・パン
・Tuna and scallop tartare
with red pepper sauce
・Onion soup
・Japanese beef ﬁllet and foie gras poêlé
with Madeira wine-ﬂavored sauce
・Dessert・Coﬀee・Bread

洋食

Western food

￥3,850

Kintoki Course

・スモークトラウトと小海老のマリネ
オレンジ風味
・オニオンスープ
・真鯛のパンチェッタ巻きと
帆立貝のソテー
赤ワインバターソース
・デザート・コーヒー・パン

（税込 Tax included ）

・Marinated smoked trout and shrimp,
orange ﬂavor
・Onion soup
・Red sea bream wrapped in pancetta
and sautéed scallops
with red wine butter sauce
・Dessert・Coﬀee・Bread

洋食

Western food

￥2,750

Nagao Course

・オニオンスープ
・チキンコンフィの香草パン粉焼きと
黒米の焼きリゾット
ミックスリーフ添え
・デザート・コーヒー・パン

（税込 Tax included）

・Onion soup
・Baked chicken conﬁt
with herb breadcrumbs
and baked black rice risotto
with mixed greens
・Dessert・Coﬀee・Bread

当ホテルの名物料理、オニオンスープをぜひご賞味ください。
We would love to see you savor our specialty Onion soup.

※ 特定原材料7品目食物アレルギー（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）をお持ちのお客さまは、係にお申し出くださ
い。
※ 季節や仕入れの状況により、食材・メニューを変更する場合がございます。
※ 料金にはサービス料、消費税が含まれております。
※ 料理写真はイメージです。
※ 当店で使用しているお米の産地情報については、係におたずねください。

TEL：0460-84-6111

* Please tell a staﬀ member if you are allergic to any of the following seven allergenic foods: shrimp,
crab, wheat, buckwheat, egg, dairy, or peanuts.
* Ingredients or menu items may be changed depending on the season and availability.
* Price includes service charge and tax.
* Food photographs are for illustrative purposes only.
* Ask a staﬀ member for information about where our rice is produced.

to Gotemba

箱根仙石原
プリンスホテル

Sengoku
hara

Hakone
Sengokuhara
Prince Hotel

〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1246

コンビニ

Convenience
store

1246 Sengokuhara, Hakone-machi, Ashigara-shimo-gun, Kanagawa, 250-0631 Japan

交番

交通のご案内 Public transportation
電車
Train

バス

Bus

お車
Car

東海道新幹線小田原駅からタクシーで40分、箱根登山バスで約50分「仙石高原」下車
小田急ロマンスカー箱根湯本駅からタクシーで30分、箱根登山バスで約35分「仙石高原」下車
40 minutes by taxi from Odawara Station on the Tokaido Shinkansen.
Take the Hakone Tozan Bus (approximately 50 minutes) and get oﬀ at Sengoku-kogen.
30 minutes by taxi from Hakone-Yumoto Station on the Odakyu Romancecar.
Take the Hakone Tozan Bus (approximately 35 minutes) and get oﬀ at Sengoku-kogen.

小田急箱根高速バスでバスタ新宿から平常時約2時間「仙石高原」下車

Usually takes about two hours from the Shinjuku Expressway Bus Terminal on the
Odakyu Hakone Highway Bus. Get oﬀ at Sengoku-kogen.

to Odawara

Police box

大箱根
カントリークラブ
Daihakone
Country Club

Sengoku kogen Bus stop

箱根仙石原
プリンスホテル

箱根湯の花
プリンスホテル

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖

東名高速道路厚木I.C.から小田原厚木道路経由で49km
東名高速道路御殿場I.C.から乙女峠経由で14km

49 kilometers from the Tomei Expressway Atsugi I.C. via the Odawara-Atsugi Road
14 kilometers from the Tomei Expressway Gotenba I.C. via Otome Pass

19115MIS

