
GRAND MENU



Soup

本日のスープ
Today's Soup

¥764
￥612

つぶつぶ
コーンクリームスープ
Cream of Corn Soup with Kernels

¥662
￥530

オニオングラタンスープ
French Onion Soup

¥815
￥652

Appetizer

オードブル盛り合わせ
Assorted Cold Hors d'oeuvre

¥1,833
￥1,467 One Harmony

One Harmony

フライドチキン＆
フライドポテト
Fried Chicken and French Fries

¥1,629
￥1,304オードブル

スープ

スモークサーモントラウト
ケッパー添え
Smoked Salmon Trout with Capers

¥1,527
￥1,222

One Harmony

One Harmony

One Harmony

One Harmony



アメリカンクラブハウスサンドイッチ
American Clubhouse Sandwich

¥1,731
￥1,385

Sandwich

Pizza

ミックスピザ（10インチ）
Mixed Pizza（ 10inch ）

¥1,731
￥1,385

シーザーサラダ
Caesar Salad

¥1,629
￥1,304

コンビネーションサラダ
Combination Salad

¥1,223
￥979

ミックスサンドイッチ
Mixed Sandwich

¥1,527
￥1,222

お好みのドレッシングをお選び
ください
（ 和風、フレンチ、ノンオイル、サウザンアイランド ）
With Choice of Dressing
（ Japanese, French, Non oil, Thousand Island ）

Salad サラダ

ピザ

サンドイッチ

そば
Buck
wheat

小麦
Wheat

卵
Egg

乳
Milk

海老
Shrimp

カニ
Crab

落花生
Peanut

※全席禁煙となっております。 ※表示価格には消費税、サービス料が含まれております。
※メニューは食材の入荷状況により異なる場合がございます。 ※写真は全てイメージです。

※All prices are in Japanese Yen, and includes 10% consumption tax and 10% service charge.

は、One Harmony会員のお客様限定の特別価格となります。
詳細は最終ページをご覧ください。

One Harmony

One Harmony

One Harmony

One Harmony

One Harmony

One Harmony

当レストランでは、使用原材料に含まれる特定原材料７品目を右記のアイコンで表記しております。
調理厨房では、表示に無いアレルゲンを含む原材料を取り扱っております。
また、調理器具や食器類は十分に洗浄しておりますが、専用化しているものではございません。あらかじめご了承ください。
We indicate dishes containing the following allergens on the menu: Shrimp, Crab, Wheat, Buckwheat, Peanut, Milk, Egg.
Please note we cannot guarantee a 100% allergen-free environment, as we do not use separate dishes and kitchen 
equipment for food containing above allergens.
Please also note that other allergic ingredients may be present in the kitchen.
For further information, please feel free to ask our staff. 



Pasta

※全席禁煙となっております。 ※表示価格には消費税、サービス料が含まれております。
※メニューは食材の入荷状況により異なる場合がございます。 ※写真は全てイメージです。

Curry

ビーフカレー
Beef Curry with Rice

¥2,037
￥1,630

ベジタブルカレー
Vegetable Curry with Rice

¥1,629
¥1,304

Pilaf
牛肉と小海老の和風ピラフ
Japanese Styled Beef and Shrimp Pilaf

¥2,037
¥1,630

シーフードカレー
Seafood Curry with Rice

¥1,731
¥1,385

シーフードスパゲティ
トマト風味
Seafood Spaghetti in Tomato Sauce

¥1,936
￥1,549

ラックス生ハムときのこのペペロンチーノ 
Spaghetti Peperoncino with Lachs Ham and Mushroom 

¥1,833
￥1,467

パスタ

カレー

ピラフ

One Harmony

One Harmony

One Harmony

One Harmony

One Harmony

One Harmony

※All prices are in Japanese Yen, and includes 10% consumption tax and 10% service charge.



for Kids
キッズプレート Kid's Plate
コーンスープ、エビフライ、ハンバーグ、ソーセージ、オムライス、
フライドポテト、ミニケーキ、フルーツカクテル、オレンジジュース
Corn Soup, Fried Shrimp, Hamburg, Sausage, Omelette Rice,
French Fries, Mini Cake, Fruit Cocktail, Orange Juice.

¥1,833
¥1,467

お好きな料理をお好きなだけ！
シェフが目の前で料理を仕上げるライブキッチンメニューも
楽しめるお得なプランです。　

フルーツ盛り合わせ 
Assorted Fruits

¥2,546
￥2,037

お子さま
向け
メニュー

Buffet & Live Kitchen

ランチバイキング／ディナーバイキングの詳細はスタッフにお問い合わせください

Fruits フルーツ

ランチバイキング／ディナーバイキング
Lunch Buffet ／ Dinner Buffet 

【平　日】11：30～14：00
【土日祝日】 第1部 11：30～13：00／第2部 13：15～14：45

■ ランチバイキング

【平　日】17：30～21：30（最終入店21：00）
【土日祝日】17：30～21：30（最終入店21：00）

■ ディナーバイキング

営業時間

One Harmony

One Harmony

そば
Buck
wheat

小麦
Wheat

卵
Egg

乳
Milk

海老
Shrimp

カニ
Crab

落花生
Peanut

※全席禁煙となっております。 ※表示価格には消費税、サービス料が含まれております。
※メニューは食材の入荷状況により異なる場合がございます。 ※写真は全てイメージです。

※All prices are in Japanese Yen, and includes 10% consumption tax and 10% service charge.

は、One Harmony会員のお客様限定の特別価格となります。
詳細は最終ページをご覧ください。
One Harmony

当レストランでは、使用原材料に含まれる特定原材料７品目を右記のアイコンで表記しております。
調理厨房では、表示に無いアレルゲンを含む原材料を取り扱っております。
また、調理器具や食器類は十分に洗浄しておりますが、専用化しているものではございません。あらかじめご了承ください。
We indicate dishes containing the following allergens on the menu: Shrimp, Crab, Wheat, Buckwheat, Peanut, Milk, Egg.
Please note we cannot guarantee a 100% allergen-free environment, as we do not use separate dishes and kitchen 
equipment for food containing above allergens.
Please also note that other allergic ingredients may be present in the kitchen.
For further information, please feel free to ask our staff. 



錦爽鶏のソテー（200g）
Sauteed Chicken

¥2,138
¥1,711

コンディメントソースをお選びください（マデラ、和風、サルサ）
With Choice of Sauce （ Sauce Madere, Japanese, Salsa ）

※全席禁煙となっております。 ※表示価格には消費税、サービス料が含まれております。
※メニューは食材の入荷状況により異なる場合がございます。 ※写真は全てイメージです。

ステーキ茶漬け各種薬味と共に
Steak Chazuke （ Rice topped with tea ） with condiments

¥2,851
¥2,281

詳細は最終ページをご覧ください。

サーロインステーキ または グリル （150g）
Sirloin （ Steak or Grill ）

¥2,954
￥2,364

牛リブロースステーキ または グリル （200g）
Rib roast （ Steak or Grill ）

¥3,667
￥2,934

牛フィレステーキ または グリル （100g）
Tenderloin （ Steak or Grill ）

¥3,158
￥2,527

K i t c h e n S e l e c t i o n

ハンバーグステーキ （180g）
Hamburg Steak

¥2,138
¥1,711

One Harmony One Harmony

One HarmonyOne Harmony

One HarmonyOne Harmony

は、One Harmony会員のお客様限定の特別価格となります。One Harmony

※All prices are in Japanese Yen, and includes 10% consumption tax and 10% service charge.



南アフリカ産イセエビと
帆立貝のフリカッセ ヌイユ添え
South African Lobster and Scallop Fricassee with nouille

¥3,718
¥2,975

ライス（多古米）
Rice （ Local brand ）

¥457
¥366

パン
Bread

¥457
¥366

ノルウェーサーモンのグリル
ブールブランソース
Grilled Norway Salmon beurre blanc sauce

¥2,393
¥1,915

K i t c h e n S e l e c t i o n

白身魚と有頭海老のソテー
豆乳スープ仕立て
Sauteed white fish and Headed shrimp soy milk sauce

¥3,055
￥2,444One Harmony One Harmony

One Harmony

One Harmony One Harmony

当レストランでは、使用原材料に含まれる特定原材料７品目を右記のアイコンで表記しております。
調理厨房では、表示に無いアレルゲンを含む原材料を取り扱っております。
また、調理器具や食器類は十分に洗浄しておりますが、専用化しているものではございません。あらかじめご了承ください。
We indicate dishes containing the following allergens on the menu: Shrimp, Crab, Wheat, Buckwheat, Peanut, Milk, Egg.
Please note we cannot guarantee a 100% allergen-free environment, as we do not use separate dishes and kitchen 
equipment for food containing above allergens.
Please also note that other allergic ingredients may be present in the kitchen.
For further information, please feel free to ask our staff. 

そば
Buck
wheat

小麦
Wheat

卵
Egg

乳
Milk

海老
Shrimp

カニ
Crab

落花生
Peanut

※全席禁煙となっております。 ※表示価格には消費税、サービス料が含まれております。
※メニューは食材の入荷状況により異なる場合がございます。 ※写真は全てイメージです。

※All prices are in Japanese Yen, and includes 10% consumption tax and 10% service charge.

は、One Harmony会員のお客様限定の特別価格となります。
詳細は最終ページをご覧ください。
One Harmony



季節御膳
（和前菜、お造り3点、焼魚または煮魚、煮物、
天ぷら、ご飯、味噌汁、香の物、フルーツ）
Seasonal Set
（ Appetizer, Sashimi, Tempura, Grilled or Stewed fish,
Stewed side dish, Rice, Miso soup, Pickles, Fruits ）

¥3,869
￥3,096

お造り御膳
（和前菜、お造り、煮物、ご飯、味噌汁、香の物、フルーツ）
SASHIMI Set
（ Appetizer, Sashimi, Stewed side dish, Rice, Miso soup, Pickles, Fruits ）

¥3,158
¥2,527

天ぷら御膳
（和前菜、天ぷら、煮物、ご飯、味噌汁、香の物、フルーツ）
TEMPURA Set
（ Appetizer, Tempura, Stewed side dish, Rice,
Miso soup, Pickles, Fruits ）

¥3,158
¥2,527

旬の焼魚／煮魚御膳
（和前菜、焼魚または煮魚、ご飯、味噌汁、香の物、フルーツ）

Grilled or Stewed Fish Set
（ Appetizer, Grilled or Stewed fish, Stewed side dish, Rice, Miso soup, Pickles, Fruits ）

各¥2,851
各¥2,281

お造り盛り合わせ
Assorted SASHIMI

¥2,037
¥1,630

天ぷら盛り合わせ
Assorted TEMPURA

¥2,037
¥1,630

旬の焼魚／旬の煮魚
Grilled or Stewed Fish

¥1,731
¥1,385

ご飯セット（多古米、味噌汁、香の物）
Rice Set （ Local brand rice, Miso soup and Pickles ）

¥611
¥489

Japanese C
uisine

※全席禁煙となっております。 ※表示価格には消費税、サービス料が含まれております。
※メニューは食材の入荷状況により異なる場合がございます。 ※写真は全てイメージです。

和食

17：30
21：45
〜

One HarmonyOne Harmony

One Harmony One Harmony

One Harmony

One Harmony

One Harmony

One Harmony

※All prices are in Japanese Yen, and includes 10% consumption tax and 10% service charge. 詳細は最終ページをご覧ください。
は、One Harmony会員のお客様限定の特別価格となります。One Harmony



海鮮丼（味噌汁、香の物、フルーツ）
Kaisendon （ Seafood Bowl ） with Miso Soup, Pickles, Fruits．

¥3,055
￥2,444

親子丼（味噌汁、香の物、フルーツ）
Oyakodon （ Chicken and Egg Bowl ）
with Miso Soup, Pickles, Fruits.

¥2,240
¥1,792

天ぷら蕎麦／うどん（フルーツ）
Tempura Soba or Udon with Fruits.

各¥1,527
各¥1,222

Donburi

ビーフステーキ丼（味噌汁、香の物、フルーツ）
Beef Steak Bowl with Miso Soup, Pickles, Fruits．

¥3,055
￥2,444

丼・そば・うどん

天丼（味噌汁、香の物、フルーツ）
Tendon （ Tempura Bowl ） with Miso Soup, Pickles, Fruits．

¥2,546
￥2,037

天ぷら蕎麦を
お選びの場合

錦爽鶏の照焼き丼（味噌汁、香の物、フルーツ）
Chicken Teriyaki Bowl with Miso Soup, Pickles, Fruits．

¥2,546
￥2,037

カツ丼（味噌汁、香の物、フルーツ）
Katsudon （ Tonkatsu Bowl ） 
with Miso Soup, Pickles, Fruits.

¥2,240 
¥1,792

17：30～21：45

One HarmonyOne Harmony

One HarmonyOne Harmony

One HarmonyOne Harmony

One Harmony

そば
Buck
wheat

小麦
Wheat

卵
Egg

乳
Milk

海老
Shrimp

カニ
Crab

落花生
Peanut

※全席禁煙となっております。 ※表示価格には消費税、サービス料が含まれております。
※メニューは食材の入荷状況により異なる場合がございます。 ※写真は全てイメージです。

※All prices are in Japanese Yen, and includes 10% consumption tax and 10% service charge.

は、One Harmony会員のお客様限定の特別価格となります。
詳細は最終ページをご覧ください。
One Harmony

当レストランでは、使用原材料に含まれる特定原材料７品目を右記のアイコンで表記しております。
調理厨房では、表示に無いアレルゲンを含む原材料を取り扱っております。
また、調理器具や食器類は十分に洗浄しておりますが、専用化しているものではございません。あらかじめご了承ください。
We indicate dishes containing the following allergens on the menu: Shrimp, Crab, Wheat, Buckwheat, Peanut, Milk, Egg.
Please note we cannot guarantee a 100% allergen-free environment, as we do not use separate dishes and kitchen 
equipment for food containing above allergens.
Please also note that other allergic ingredients may be present in the kitchen.
For further information, please feel free to ask our staff. 



たまったOne Harmonyポイントは、多彩な賞品に交換いただけます。

その他のレストランでもOne Harmonyポイントで交換いただける賞品をご用意しております。

● 朝食バイキング 大人 お一人様 1,000ポイント
小学生 お一人様 500ポイント

● サラダバー（ランチ・ディナー） お一人様 350ポイント
● ドリンクバー（ランチ・ディナー） お一人様 350ポイント
● 平日ランチバイキング 大人 お一人様 1,500ポイント
● 平日ディナーバイキング 大人 お一人様 1,900ポイント
● 土日祝日ランチバイキング 大人 お一人様 1,900ポイント
● 土日祝日ディナーバイキング 大人 お一人様 2,100ポイント

● ケーキ 1個 350ポイント
● スープ お一人様 350ポイント
● サンドイッチ お一人様 850ポイント
● ピラフ・パスタ・カレー お一人様 900ポイント
● ステーキ丼 お一人様 1,600ポイント
● 天ぷら御膳 お一人様 1,700ポイント
● お造り御膳 お一人様 1,700ポイント
● 飲み放題 （2時間） お一人様 1,400ポイント
● 生ビールグラス・小瓶ビール 1杯（1本） 500ポイント
● ハウスワイン（ボトル） 1本 2,000ポイント

20％OFF！
One Harmony会員のお客様ならレストランご利用料金が！
知っていました？ ご入会当日からご利用いただ

けるお得な会員プログラム

さらにたまった
One Harmony
ポイントでお食
事を楽しむこと
もできます。

※各種割引の併用はいたしかねます。　※一部対象外の商品もございます。

※レストランご利用料金20%OFFは、ホテル日航成田オリジナル特典です。　※「コーヒーラウンジ」、「ほかけ鮨」は10%OFFとなります。

そば
Buck
wheat

小麦
Wheat

卵
Egg

乳
Milk

海老
Shrimp

カニ
Crab

落花生
Peanut

当レストランでは、使用原材料に含まれる特定原材料７品目を右記のアイコンで表記しております。
調理厨房では、表示に無いアレルゲンを含む原材料を取り扱っております。また、調理器具や食器類は十分に
洗浄しておりますが、専用化しているものではございません。あらかじめご了承ください。

We indicate dishes containing the following allergens on the menu: Shrimp, Crab, Wheat, Buckwheat, 
Peanut, Milk, Egg.
Please note we cannot guarantee a 100% allergen-free environment, as we do not use separate dishes 
and kitchen equipment for food containing above allergens.　Please also note that other allergic 
ingredients may be present in the kitchen.　For further information, please feel free to ask our staff. 




