2017 SUMMER

コリーヌ

Colline
Amuse gueule
あぶり鮪のチーズソースがけ
Seared tuna cheese sauce

Entrée
夏の冷野菜サラダ 特製ドレッシングにて
Summer cold vegetable salad in the dressing

Soupe
軽井沢特産 冷製花豆のポタージュ
Karuizawa production Cold flower bean soup

Poisson
甘鯛のソティ ブールノアゼットソース 大葉の香りを乗せて
Sautéed sea bream with butter sauce Perilla leaf flavors

Viande
国産牛サーロインステーキ モリュ茸ソース
Domestic beef Sirloin steak Morel mushroom sauce

Dessert
白いチーズケーキとチェリーのソースと共に
White cheese cake With cherry sauce

C コース 10,000 yen
※仕入れ状況によりコース内容が一部変更となる場合がございます。※表示金額はサービス料・消費税込の金額となります。

HOTEL CYPRESS KARUIZAWA

2017 SUMMER

エトワール

Étoiles
Amuse gueule
鶏肉と海老クレープ
Chicken and shrimp crepe

Entrée
鮭ときたあかりのグラタン ビーフパイと共に
Salmon and potato gratin Along with the beef pie

Soupe
フカヒレ入り冷製ビーフコンソメ
Cold beef consomme soup with Braised shark's fin

Poisson
帆立貝柱のミルフィーユ仕立て 甘海老の濃厚ソース
Mille-Feuille of scallops Concentrated shrimp sauce

Viande
国産牛フィレ肉のグリエとフォアグラのソティ デュクセル添え
Grilled beef fillet with Sauteed foie gras

Dessert
巨峰のシャーベットとガトーショコラ
Grape sorbet and Gateau Chocolat

SP コース 12,000 yen
※仕入れ状況によりコース内容が一部変更となる場合がございます。※表示金額はサービス料・消費税込の金額となります。

HOTEL CYPRESS KARUIZAWA

KIDS MENU
お 子 様 メ ニ ュ ー

お子様に人気の「ワンプレートディッシュ」を各グレードにてご用意いたしております。
アレルギー食材や好き嫌いなどにも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

Enfant

A

￥1,800

Enfant

B

￥2,500

Enfant

C

￥3,500

サラダ / ポテトフライ / ソーセージ
唐揚げ / ロールパン / コーンポタージュ
本日のデザート

サラダ / ポテトフライ / チキングリル
コーンクリームコロッケ / ミニカレーライス
コーンポタージュ / 本日のデザート

サラダ / ポテトフライ / チーズハンバーグ
エビフライ/ミニカレーライス/マカロニグラタン
コーンポタージュ / 本日のデザート

Salad / Fried Potato / Sausage / Fried Chicken
Buttered Roll / Corn Potage / Today’s Dessert

Salad / Fried Potato / Chicken grill / Cream croquette
Mini Curry / Corn Potage / Today’s Dessert

Salad / Fried Potato / Cheese Hamburger / Fried Prown
Mini Curry / Macaroni Gratin / Corn Potage / Today’s Dessert

前菜・スープ・メイン（ワンプレート）・デザートと４つに分けた「ミニコース」スタイルのお食事になります。

Apéritif

Enfant

D

￥4,800

Soupe
Principal

ミニコーススタイル

Dessert

エビマカロニグラタン

Macaroni Gratin Prown

コーンポタージュ

Corn Potage

ビーフステーキ
サラダ / ポテトフライ
チキンライス / オムレツ

Beef Steak / Salad / Fried Potato
Chicken rice & Omelette

本日のデザート
Today’s Dessert

Kid's a la curte menu
コーンポタージュ
Corn Potage
ミニマカロニグラタン
Small macaroni Gratin
チーズハンバーグプレート
Chesse Hamburger Steak Plate
若鶏の唐揚げとソーセージ
Fried Chicken & Sausage

￥500
￥600
￥1,300
￥1,200

フレンチフライポテト
Fried Potate
ロールパン（２個）
Buttered Roll
ライス
Rice
本日のアイスクリーム
Today's Ice Cream

￥500
￥350
￥350
￥500

仕入れ状況により内容が一部変更になる場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
RM-02

DINNER BUFFET
デ ィ ナ ー ビ ュ ッ フ ェ

当レストランでは「ゴールデンウィーク」
「夏季期間」
「年末年始」に「ビュッフェ形式」での
ディナーもご用意しております。バラエティに富んだ料理とお客様の目の前で仕上げる料理など、
種類豊富に取り揃えております。お子様にも大人気なので、ぜひご利用ください！

※画像はイメージです。

日替わりで「和」
「洋」
「中」の様々なメニューをご提供
和 食

洋 食

中 華

デザート

その他

・刺身

・チキンのクリーム煮

・麻婆豆腐

・フルーツ

・麺類

・茶碗蒸し

・洋風前菜の盛り合わせ

・海老マヨ

・杏仁豆腐

・カレー

・角煮

・コールドビーフ

・チャーハン

・アップルパイ

・グリル料理
（一例）
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