
Egg Sandwiches Set ¥ 2,300

　ニューオータニ特製　タマゴサンドウィッチセット

Vegetable Sandwiches Set ¥ 2,500

　ベジタブルサンドウィッチセット

Tuna Sandwiches Set ¥ 2,500

　ツナサンドウィッチセット　　　

Mixed Sandwichs Set ¥ 2,600

　ミックスサンドウィッチセット　　　

J cereal Salmon burger ¥ 2,900

 　Ｊシリアル サーモンバーガーセット　　　

American Clubhouse Sandwiches Set ¥ 3,100

　アメリカンクラブハウスサンドウィッチセット　　　

Capri Beef100% Hamburger with Cheese and Bacon Set ¥ 3,700

　 カプリ　ビーフ100％ハンバーガー　チーズとベーコン添えセット　　　

Blend Coffee Earl Grey
　ブレンドコーヒー 　アールグレイ

Cola Oolong Tea

　コーラ 　ウーロンチャ

Green Tea Draft Beer（Small）

　緑茶 　ドラフトビール（小）

Champagne （Small）  +\700

　シャンパーニュ （小）

*The above champagnes may be enjoyed with JPY700 for guests  
ordering set menus.
*上記のシャンパーニュに関しては、セットメニューをご注文のお客様に
限り、+ \700でご提供させていただきます。

Tax and 10% service charge will be added to your bill.
料金には別途、消費税及びサービス料(10%)を加算させていただきます。
Please inform us If you have any food allergies or special preferences.
食材によるアレルギーのあるお客様は、あらかじめ係にお申し付け下さい。
The above menu is subject to change without prior notice.
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。

FOOD
13 ： 00 ～ 16 ： 00

≪ Sandwiches Set ≫

≪ Set Drinks ≫



Spaghetti aglio e olio Set ¥ 2,300

　スパゲッティ　アーリオ・オーリオ・ペペロンチーノセット

Penne all'Arrabbiata ¥ 2,500

　ベーコンとトマトのペンネ　アラビアータセット

¥ 2,700

イベリコ豚スモークハムと温泉卵のスパゲッティー　カルボナーラ風セット

Spaghetti “Bolognese” Set ¥ 2,900

　スパゲッティ　ボロネーゼセット

Spaghetti  “Pescatore Rosso” Set ¥ 3,300

　スパゲッティペスカトーレロッソセット

Spaghetti with “Cod Roe Cream Sauce” Set ¥ 3,300
　タラコスパゲッティセット

¥ 2,700

　ビーフとマッシュルームのピラフセット　ガーリック醤油風味

Beef or Shrimp Curry Set ¥ 3,000

　ビーフカレー 又は 小海老カレーセット

Seafood Pilaf  Set ¥ 3,100

　シーフードピラフセット

Blend Coffee Earl Grey
　ブレンドコーヒー 　アールグレイ

Cola Oolong Tea

　コーラ 　ウーロンチャ

Green Tea Draft Beer（Small）

　緑茶 　ドラフトビール（小）

Champagne （Small）  +\700

　シャンパーニュ （小）

*The above champagnes may be enjoyed with JPY700 for guests  
ordering set menus.
*上記のシャンパーニュに関しては、セットメニューをご注文のお客様に
限り、+ \700でご提供させていただきます。

Tax and 10% service charge will be added to your bill.
料金には別途、消費税及びサービス料(10%)を加算させていただきます。
Please inform us If you have any food allergies or special preferences.
食材によるアレルギーのあるお客様は、あらかじめ係にお申し付け下さい。
The above menu is subject to change without prior notice.
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。

≪ Set Drinks ≫

FOOD
13 ： 00 ～ 16 ： 00

≪ Pasta Set ≫

≪ Curry & Pilaf Set ≫

Beef and Mushrooms Pilaf
                   Flavorde with Garlic & Soy Sauce

Spaghetti of iberian hamb
           with soft-boiled egg “Carbonara style” Set


