
通常価格

オリーブ＆ピクルス ¥713 ¥571

ベジタブルスティック ¥1,518 ¥1,215

Assorted Cheese　with Dried Fruits 5種チーズ盛り合わせ　ドライフルーツ添え ¥1,732 ¥1,386

Rice Biscuits & Peanuts 乾き物盛り合わせ ¥1,375 ¥1,100

Mixed Nuts ミックスナッツ ¥917 ¥734

Chocolate チョコレート ¥917 ¥734

通常価格

オードブルバリエ　和洋のコラボレーション ¥2,445 ¥1,956

スモークサーモントラウト　ケッパー添え ¥1,732 ¥1,386

コンビネーションサラダ ¥1,986 ¥1,589

牛肉と小海老の和風ピラフ　 ¥2,037 ¥1,630

シーフードスパゲティ　トマト風味 ¥2,343 ¥1,875

フライドチキン&フライドポテト ¥1,936 ¥1,549

カマンベールチーズのフライ ¥1,375 ¥1,100

エスカルゴのブルギニョン風 ¥1,273 ¥1,019

ソーセージ盛り合わせ ¥1,732 ¥1,386

アメリカンクラブハウスサンドイッチ ¥2,139 ¥1,712

ビーフステーキサンドイッチ ¥3,158 ¥2,527

ミックスピザ ¥2,139 ¥1,712

ベジタブルカレー ¥2,088 ¥1,671

ビーフカレー ¥2,292 ¥1,834

¥3,921 ¥3,137

¥2,343 ¥1,875

¥917 ¥734

Olives and Pickles

Vegetable Sticks

【 ★ ソースをお選び下さい 】

Smoked  Salmon Trout with Caper

Appetizers (Western and Japanese Variety)

Fried  Chicken and French Fried Potato

Vegetable Curry with Rice

Mixed Pizza

◎ 料金はサービス料、消費税が含まれております。 The price listed above includes service charge and consumption tax.

◎ 食材によるアレルギーのあるお客様は予め係りにお申し出下さい。

【 ★ with choice of sauce 】

★Rib roast Steak

Beef Curry with Rice

★国産牛リブロース肉のグリル

　　Kindly inform your waiter if you are allergic to certain foods or are observing dietary restrictions

フルーツ盛り合わせ

バニラアイスとミックスベリージュビレVanilla Ice with Berry Fruits

Assorted Fruits

 Madere , Japanese ,　Salsa マデラ、和風、サルサ

Assorted Sausages

Japanese Styled Beef and Shrimp Pilaf 

Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ Salad

Beef Steak Sandwich

American Clubhouse Sandwich

【 18:00 - 23:45 】 OneHarmony
会員価格

Escargots Bourguignonne Style

Fried Camembert Cheese

Seafood Spaghetti in Tomato Sauce

【 18:00 - 23:15 】 OneHarmony
会員価格



通常価格

¥9,676 ¥7,741

¥3,036 ¥2,429

¥3,361 ¥2,689

¥2,933 ¥2,347

¥4,054 ¥3,244

¥2,343 ¥1,875

¥2,017 ¥1,614

¥2,017 ¥1,614

通常価格

¥6,050

¥3,630

¥6,050

¥3,630

,

酢豚

海老のチリソース煮

イカの辛味炒め

五目焼きそば

海鮮焼きそば

お造り盛り合わせ ( 1人前 )

お造り盛り合わせ ( 2～3人前 )

こちらのメニューにつきましては、諸割引およびクーポンの利用対象外とさせていただきます。

上にぎり寿司　

Fried Noodle with Chop-Suey

蟹肉炒飯

お造り＆にぎり寿司 　Sashimi &  Sushi
【18:00 - 21:30】

特上にぎり寿司　”鶴”

Sweet and Sour Pork

Fried rice with Crab meat

Braised Prawns with Chili Sauce

Sauteed Squids with Chili Sauce 

Fried Noodle with Seafood

◎ 料金はサービス料、消費税が含まれております。 The price listed above includes service charge and consumption tax.

◎ 食材によるアレルギーのあるお客様は予め係りにお申し出下さい。

　　Kindly inform your waiter if you are allergic to certain foods or are observing dietary restrictions

“Sushi”  Special set

Sashimi (for Two)

Sashimi (for One)

“Sushi”  Extra Special set

中華料理  Chinese 【18:00 - 21:30】 OneHarmony
会員価格

Braised Shark's Fin

Sauteed Diced Chicken with Cashew nuts 鶏肉とカシューナッツの炒め

フカヒレ姿煮


