
夏期限定、スパイシーカレー

8 月限定“夏の麺”

Lunch Menu
11：30 ～ 14：00(L.O.13：30)

レッドカレーまたはグリーンカレー、白米またはＪシリアル
Red(very spicy) or Green(medium spicy),Rice or Rice cereals.

レッドカレー＆グリーンカレー、白米またはＪシリアル
Red(very spicy) and Green(medium spicy),Rice or Rice cereals.

“Ｊシリアル”豆乳冷麺  舟茶屋スタイル　　　￥1,653 (￥2,000)

スーパー 2 色カレースパイシー　  ㊧　 ￥2,397 (￥2,900)

ビーフと夏野菜のスパイシーカレー㊨　 ￥1,901 (￥2,300)

サラダバーのみご利用の“サラダバーランチ”　￥786(￥950）

Salad & Soup Bar
ランチタイムお食事メニューをご利用の全てのお客さまにサラダ＆スープバーを

ご利用いただけます。新鮮野菜のサラダはもちろんのこと、お惣菜、スープ、

味噌汁、デザートなどお食事に合わせてお好みでお召し上がりいただけます。

程好い辛さが食欲を刺激する、夏におすすめスパイシーメニュー。
海老、帆立、イカなどのシーフードと牛肉の煮込みが入った贅沢なカレーです。
辛さやライスはお好みに合わせてお選びください。

本日のパスタ
Today's spaghetti

・・・・・・・・・・・・・￥1,157(￥1,400）

内容は、係員にお尋ね下さい。

ニューオータニオリジナルカレー

ビーフ 又は シュリンプ
New Otani original Curry　 Beef curry or Shrimp Curry

・・・・￥1,157(￥1,400）

オムハヤシライス　
Omlette with Chicken flavored rice inside with  “HAYASHI” sauce.

・・・・・・・・・・・・￥1,157(￥1,400）

舟茶屋ランチ ( 肉か魚を隔週でご用意）
Funachaya Today's lunch

　　　　・・・・￥1,571(￥1,900）

内容は、係員にお尋ね下さい。

・・・・￥1,157(￥1,400）

◆J シリアル麺への変更も承ります。

お好みプリティ弁当 ライス・香の物付

“Pretty”Lunch box. 

　  

細麺のJシリアル麺に豆乳と野菜エキス､あご出汁､冷麺タレをベースにした新感覚冷麺。
カニや小海老､イカなどの海の幸と茗荷サラダをたっぷりとのせました。

Cold Rice cereals noodles with Soy milk soup and topped with Seafood.

◇ご希望のお客さまにはご飯をご用意いたします。



サーロインステーキ 200ｇ( 和風 又は デミグラスソース)

パン又はライス付
Sirloin Steak 200g (Soy or Demi-glace Sauce).With Bread or Rice.

　　　　　　　   ・・￥1,819(￥2,200)

煮込みハンバーグ パン又はライス付
Hamburger Steak stewed in demiglace sauce.With Bread or Rice.

　　　　　・・・・・￥1,488(￥1,800）

新プレミアム煮込みチーズハンバーグ ビーフシチュー添え

パン又はライス付
Hamburger steak with cheddar cheese and bacon topped with beef stew. With Bread or Rice.

　　　　　　　　・・￥2,315(￥2,800)

フィレステーキ 200g( 和風 又は デミグラスソース)  

パン又はライス付
Fillet Steak 200g (Soy or Demi-glace Sauce).With Bread or Rice.

・・￥2,645(￥3,200)

牛フィレステーキ丼 香の物付　
Beef fillet Steak bowl. With Pickles.

・・・・・￥2,645(￥3,200)

◆Ｊシリアルへの変更も承ります。 

ランチ&ドリンク(コーヒー又は紅茶)　　　　　   Lunch set drinks.(Coffee or Tea) ・・・＋￥166(￥200）

本日のデザート ( 内容は係員にお尋ね下さい )　Today's dessert. ・・・・・￥331(￥400）

ランチ&本日のデザートセット   　　　　　　　　 Lunch and Today's dessert set. ・・・＋￥248(￥300）

ランチ&本日のデザートとドリンクセット 　　　　 Lunch and Today's dessert,drink set. ・・・＋￥414(￥500）

ランチビール , ランチワイン ( グラス ) 　　　　  Lunch Beer , Lunch Wine.(Glass) ・・・・￥372(￥450）

＊J シリアル （ジャパニーズシリアル） ：  ニューオータニオリジナルブレンドの黒米､赤米､粟､稗､アマランサス等の八種類の穀物米です ( そば成分を含んでおります）。
  Rice cereals ： Black Rice,Red Rice,Japanese Millet,Amaranthus,etc. 

Lunch Menu
11：30 ～ 14：00(L.O.13：30)

　　　・・￥1,157(￥1,400）

＊表示料金は本体価格で、 カッコ内の料金にはサービス料 10％と消費税が含まれております。 写真はイメージです。
　Prices in parentheses include service 10% charge and consumption tax.　Picture may differ from actual food.

＊食材によるアレルギーのあるお客さまは、 あらかじめ係にお申しつけください。 食材の入荷状況によりメニュー内容が変更になる場合がございます。
    If you have any food allergies or special preferences please inform your waiter. The above menu is subject to change without prior notice.

スパゲティナポリタン 鉄板焼き　温泉玉子添え
Spaghetti Napolitan.

◆Jシリアル麺への変更も承ります。 

・・・・・・・・・・・・￥1,157(￥1,400）鮪づけ丼
Rice bowl Topped with Soy-Marinated Tuna sashimi.


