
⑪⑰⌤⑅

⑄⑭⌤⑀⌤⑭⑾␆⑊⑶⑊⑶⑥

⑀⑴

⑶⑩ࡐټ⑫␀ݚ␆೮ؾ⑀⑴

⑄⌤③

౾ૈ␆⏢␖⏣⏳⑨⑊⌤⑃⑰⑄⌤③

⑬⑾

ӑټܡѻ⊋≾⑴⑾␆⑄⌤
⑷⌤⑈⌤⑄␀⑆⑵⑊⌤

⑾ ⊺⊽ ⑴⑄

⑁⌤

ಗক␆⑄⑵⌤⑫␀ಪ⏥␂⏫

⌤⌤

ͤλᒵཞඞỆợụἳἝἷὊϋܾầɟᢿ٭ểễỦئӳầắằẟộẴẇ
ͤනࣖՃ֪ͺভඇ੭ΞͲ͕ΕΉͤɽพγʖϑηྋ10ˍΝହ͏ͪ͢Ήͤɽ

A part of the menu will be change depend on the stock. Prices inclusive of consumption tax, service charge are not included.

¥15,000

Steak course
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A part of the menu will be change depend on the stock. Prices inclusive of consumption tax, service charge are not included.

¥11,000

Season course -ete-̀
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WESTERN STYLE BREAKFAST
Starter
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DRINK

CoffeeὉTea 

Juice 

නࣖՃ֪ͺভඇ੭ʀγʖϑηྋ10ˍΝΞͲ͕ΕΉͤɽ
Prices Inclusive of consumption tax and service charge.
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Lunch

秋田牛A5ランクサーロインと十五穀米の
ローストビーフボウル（限定5食）
自家製オニオンソースと西洋わさびヨーグルトソースをたっぷりとかけ
温泉卵と一緒に召し上がっていただく、贅沢な一品。 ¥3,600

和牛欧風カレー
西洋ブランソースをベースに、ゴロゴロ和牛と香味野菜をたっぷり加えて煮込んだマイルドなカレー。

¥2,800

特選和食御膳
シェフが厳選した季節の魚料理に、ご飯・豚汁・小鉢・お漬物が付いた御膳。
※内容はスタッフにお尋ねください。

¥2,700

ラザニア・ボローニャ風
パスタに牛ひき肉100％のミートソースとベシャメルソースを重ねて焼き上げた正統派なラザニア。

¥2,400

「浅草開花楼」生パスタ ミートソース& ラクレットソース
「浅草開花楼」の生パスタを、牛ひき肉100％のポルトフィーノオリジナルミートソースと
ラクレットチーズソースで濃厚に仕上げました。

¥2,400

ふわとろ卵のオムハヤシライス
ポルトフィーノの定番料理。チキンライスの上にふわとろ卵とお肉たっぷりのハヤシソースで。

¥2,400

නࣖՃ֪ͺভඇ੭ΞͲ͕ΕΉͤɽพγʖϑηྋ10ˍΝହ͏ͪ͢Ήͤɽ Prices inclusive of consumption tax, service charge are not included.

52'%+#.

&'5'46

全てのランチメニューにスープ・サラダ・コーヒーが付きます。

本日のプチデザート
※内容はスタッフにお尋ねください。

¥500

#.%1*1.

ランチビール・ランチワイン
¥800



Cafe

B.L.T.サンドウィッチ
田舎風パンドカンパーニュにベーコン・レタス・トマトをはさんだ定番のサンドウィッチ。

¥1,800

スパイシーチリドッグ
ジューシーなソーセージとスパイシーなチリソースを組み合わせたホットドッグ。

¥1,600

お豆腐パンケーキ
ミルクの代わりにお豆腐とヨーグルトで作ったヘルシーなパンケーキ。
無塩バターとメイプルシロップで。

¥1,500

厚切りフレンチトースト
外はカリッ、中はフワフワ、バターと蜂蜜、ミルクアイスで贅沢に仕上げたフレンチトースト。

¥1,500

ベイクドチーズケーキ
しっとりなめらか、程よい甘さで食べ応えのあるチーズケーキ。

¥1,200

クラッシクガトーショコラ
濃厚なショコラの口どけと、外側のサクサク感を一度に楽しめるチョコレートケーキ。

¥1,200

アイスクリームとソルベの盛り合わせ
季節のソルベとアイスクリームの盛り合わせ。
※内容はスタッフへお尋ねください。

¥1,200

නࣖՃ֪ͺভඇ੭ΞͲ͕ΕΉͤɽพγʖϑηྋ10ˍΝହ͏ͪ͢Ήͤɽ Prices inclusive of consumption tax, service charge are not included.



ᵢᵧᵬᵬᵣᵰᴾᵫᵣᵬᵳ

ႉ
ငἱἽỿὊἩἼὅἍἋử̅ဇẲềấụộẴ

ᵵᶆᶇᶒᶃᴾᵰᶇᶁᶃ

ἣὅ
ấʙỆẝạἣὅỉႮụӳỪẶ

ᵟᶑᶑᶍᶐᶒᶃᶂᴾᵠᶐᶃᵿᶂ

ᵦᶍᶐᶑᴾᶂḙᶍᶃᶓᶔᶐᶃ ᵍ ỼὊἛἨἽ

ἋἴὊἁἇὊἴὅἰἼ
ἋἴὊἁἇὊἴὅỆᑶỎỤửẼụịỜẺᓙởẦễЭᓔ

ᵱᶋᶍᶉᶃᶂᴾᵱᵿᶊᶋᶍᶌᴾᵱᵿᶊᵿᶂ

ૠᆔἓὊἌἩἾὊἚ
ஜଐấẴẴỜỉἓὊἌỆἛἻỶἧἽὊểᖻᗆửชảề

ᵟᶑᶑᶍᶐᶒᶃᶂᴾᵡᶆᶃᶃᶑᶃᴾᵮᶊᵿᶒᶒᶃᶐ

ဃἡἲỉႮụӳỪẶ
ἩἿἉἷὊἚὉἴἽἑἙἕἻὉἱἻἠἇἻἱὉἦỽὅἘἇἻἱửႮụӳỪẶẺɟႤ

ᵟᶑᶑᶍᶐᶒᶃᶂᴾᵮᶐᶍᶑᶁᶇᶓᶒᶒᶍ

ἏὊἍὊἊỉႮụӳỪẶ
ଐήᵦᵧᵫᵧᵲᵱᵳᝊỉἏὊἍὊἊởငᝊử̅ဇẲẺಮẉễἧἾὊἢὊỉἏὊἍὊἊỉႮụӳỪẶ

ᵟᶑᶑᶍᶐᶒᶃᶂᴾᵱᵿᶓᶑᵿᶅᶃᶑ

¥ᵑᵊᵎᵖᵎ

¥ᵑᵊᵎᵖᵎ

¥ᵑᵊᵎᵖᵎ

¥ᵑᵊᵎᵖᵎ

ᵮᵿᶑᶒᵿ ᵍ ἣἋἑ

ᵱᶇᶂᶃ ᶂᶇᶑᶆ ᵍ ἇỶἛἙỵἕἉἷ

ᵫᵿᶇᶌ ᵍ ἳỶὅ

ᵢᶃᶑᶑᶃᶐᶒ ᵍ ἙἈὊἚ

ἙἈὊἚ ἚἼἅἿὊἽ
Ἁỹἧấ˓ẶỉἙἈὊἚᵑᆔႮụӳỪẶ

ᵡᶆᶃᶄḚᶑᴾᵟᶑᶑᶍᶐᶒᶃᶂᴾᾓᾴῂῂᾴ῁ῃ

ӈᢠἧἽὊểἊỹἻὊἚ
କỉἧἽὊểႻࣱỉᑣẟἊỹἻὊἚửชảề

ᵤᶐᶓᶇᶒᶑᴾᵿᶌᶂᴾᵥᶃᶊᵿᶒᶍ

¥ᵑᵗᵔᵎ

ᘙᅆ̖ỊෞᝲᆋὉἇὊἥἋ૰ 10ήửԃỮỂấụộẴẇPrices Inclusive of consumption tax and service charge.
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