
※ 上記料金はサービス料15％と消費税10％が含まれております

A 15% Service Charge and a 10% tax are included. 

箱根ホテル100周年ランチ
Hakone Hotel 100th Anniversary Lunch

前菜の盛り合わせ
Assorted appetizers

本日のスープ
Today's soup

国産牛ステーキ(140g) 赤ワインソース
Domestic beef steak red wine sauce

ブランマンジェと柑橘のコンポート紅茶のアイス
Blancmange and citrus compote tea ice cream

コーヒー又は紅茶
Coffee or Tea

￥8,000

メイン料理2品 ￥10,000
シェフのおすすめランチ①～⑤から1品お選びください



シェフおすすめランチ
Recommended Lunch

※ 上記料金はサービス料15％と消費税10％が含まれております
A 15% Service Charge and a 10% tax are included. 

①魚介のポワレ トマトとピストーの2色ソース
Seafood poêlé tomato and basil sauce

②真鯛と帆立のポワレ バルサミコソースとレモンオイル
Sea bream and scallop poêlé balsamic and lemon oil

③鶏のソテー 蜂蜜マスタードソース
Sautéed chicken honey and mustard sauce

④ポークソテー ソースジャンジャンブル
Sautéed pork ginger sauce

⑤ハンバーグステーキ マッシュルームソース（+600円）
Hamburger steak mushroom sauce

B コース

メイン料理2品 ￥6,300
Two main dishes

Aコース

メイン料理1品 ￥4,200
One main dish

前菜・スープ・メイン料理・パン・デザート・コーヒー付
Appetizer・Soup・Main dish・Bread・Dessert・Coffee

上記料理からお好きなものをお選びください
Please choose the main dish



※ 上記料金はサービス料15％と消費税10％が含まれております

A 15% Service Charge and a 10% tax are included. 

Omelet Lunch

オムライスランチ
前菜・スープ・コーヒー付

￥3,700

※ 当ホテルのお米は国産米を使用しております。

Pasta Lunch

パスタランチ
ミートソース又はナポリタン
前菜・スープ・コーヒー付

￥3,700

Beef Curry Lunch

ビーフカレーランチ
前菜・スープ・コーヒー付

￥4,000

軽食ランチ
Light meal Lunch



サイドメニュー
Side Menu

◇本日のスープ Today’s  Soup

￥ 900

◇フライドチキンポテト添えChicken  Basket 

￥2,200

◇スモークサーモン Smoked Salmon

￥1,600

◇前菜盛り合わせ Assorted appetizers

￥2,500

◇お試しカレーソース Curry Sauce

￥ 600

◇季節のサラダ Seasonal Salad

￥1,100

◇本日のデザート Todays  Dessert

￥1,100

◇アイスクリーム Ice Cream

￥ 700

◇パン又はライス Bread  or Rice

￥ 500

◇コーヒー又は紅茶 Coffee or  Tea

（アイスコーヒー・アイスティー） ￥ 900

A 15% Service Charge and a 10% tax are included. 

※ 上記料金はサービス料15％と消費税10％が含まれております

※ 当ホテルのお米は国産米を使用しております



お子様メニュー
Kids  Menu

◇バンビセット 対象年齢：1歳～2歳

（スープ・ポテト・パン・デザート)

￥1,600 

◇キッズプレート 対象年齢：3歳～未就学
（スープ・ミニハンバーグ・パスタ・ポテト・パン・デザート）

￥2,400 

◇お子様プレート 対象年齢：幼児～小学生

（ジュース・スープ・ハンバーグ・からあげ・オムライス・ポテトサラダ

ナポリタン・パン・デザート）

￥3,700 

A 15% Service Charge and a 10% tax are included. 

※ 上記料金はサービス料15％と消費税10％が含まれております

For elementary school students

For infants

For babies



ノンアルコールビール
Sapporo non Alcohol  Beer (334ml）

生ビール Beer ■サッポロ プレミアム アルコール フリー
Asahi Jukusen 小瓶 ¥900

■ 生ビール （ 熟撰　）
     【S･････200ml】 ¥1,000

　　      【M･････300ml】 ¥1,400 ノンアルコールスパークリングワイン
Sapporo Shirohonoka Non Alcohol Sparkling Wine

■ 生ビール （ サッポロ白穂乃香） ■  デュク・ドゥ・モンターニュ
     【M･････280ml】 ¥1,300  Duc de Montagne

瓶ビール Bottle Beer        Mini Bottle(200ml）　　　¥1,600
Craft Beer (330ml)                              Full Bottle（750ml) ¥5,000

■ ブルックリンソラチエース
小瓶 ¥1,500

ノンアルコールワイン
Italy Peroni (330ml) Non Alcohol White Wine

■ イタリア　ペローニ　 ¥1,300  Vintense Series
小瓶 ■  白 ヴィンテンス シャルドネ

Kirin (500ml)        Mini Bottle(200ml）　　　¥1,500
■ キリン一番搾り ¥1,300                              Full Bottle（750ml) ¥4,500

中瓶
■  赤 ヴィンテンス  メルロー

食前酒 Aperitif       Mini Bottle(200ml）　　　¥1,700
Mimoza                              Full Bottle（750ml) ¥4,500

■ ミモザ ¥2,600
Kir Royal

■ キールロワイヤル ¥2,600 ソフトドリンク Soft Drink
Peche Royal Blood Orange Juice （120ml）  

■ ペシェロワイヤル ¥2,600 ■ブラッドオレンジジュース ¥900

ワイン Ｗｉｎｅ ■Juice  （Orange,Grapefruit,Apple)
Champagne オレンジ、グレープフルーツ、アップル

■ シャンパン Glass（100ml）  ¥2,600 各 ¥800
White　Wine ■Ginger Ale　ジンジャーエール ¥800

■ 白ワイン Glass（120ml）  ¥2,300
Red　Wine ■Coca Cola　コカ・コーラ ¥800

■ 赤ワイン Glass（120ml）  ¥2,500
■Oolong Tea　ウーロン茶 ¥800

日本酒 Japanese　Sake
Sirayuki (Hot 150ml)

■ 　白雪　（燗酒） ¥1,200 Fuji Premium Sparkling Water
Hakoneyama (Cold 180ml) ■富士プレミアムスパークリングウォーター

■ 　箱根山　 ¥1,600 ¥800
Hiyashibori  (Cold  300ml) Fuji Mineral Water

■ ひやしぼり　（冷酒） ¥2,200 ■富士ミネラルウォーター
¥800

Perrier

梅酒 Plum wine ■ペリエ ¥1,000
Yamadajuurou

■ ¥1,100

A 15% service charge and A 10% tax are included. A 15% service charge and A 10% tax are included. 

Drink　Menu

山田十郎

   上記料金はサービス料15％と消費税を含んでおります。  上記料金はサービス料15％と消費税を含んでおります。


