セレクト５ （ファイブ） Select Five

ランチタイムのセットメニュー
セレクト５ （ファイブ）メインディッシュをお一つお選び下さい

¥1,365
¥1,890

スープ・サラダ・パンまたはライス・デザート・コーヒー

ジューシーなサーロインステーキランチ

¥2,100

昼定食

１ 月のメイ ンディ ッシュ

スープ・メインディッシュ・サラダ・ミニデザート・パンまたはライス・コーヒー

魚介類のシェフスタイル ムニエルランチ

ランチタイムの定食膳

毎月替わる５つの要素がハーモニーを奏でる楽しいランチ。
メインディッシュは、５種類のジャンルからお好きなものを
１つお選びいただきます。

フィッシュ
ポーク
ハンバーグ
パス タ
ヘルシー

白身魚と海老の白ワイ ン蒸し エーグロン風
柔らかポークシチュー と温野菜
イタリアンハンバーグ トマトとデミ グラスのソース
パスタペペロンチーノ 海老フライ添え
キノコ入りチキンソテー フレッ シュトマトのソース

スープ・サラダ・パンまた はライス・デザート・コーヒー

¥2,625

昼定食

メ イ ンの 一品は毎週替わり ま す。
今月の週替わり の 一品は下記の通りで す。

¥1,260

小鉢・酢の物・手作りハンバー グ ポン酢醤油添え・茶碗蒸し・果物・コーヒー

ふく天麩羅定食

¥1,365

和風ステーキ膳（サーロインステーキまたは鯨ステーキ）¥2,100

スープ・サラダ・パンまた はライス・デザート・コーヒー

¥1,050

お子様ランチ
スープ・ハンバーグ・海老フライ・おにぎり・アイスクリーム・オレンジジュース

（ 14:00 ラス トオーダー ）

¥3,150

オードヴル・スープ・お魚料理・お肉料理・パンまたはライス・デザート・コーヒー

1/2
1/9
1/16
1/23
1/30

～
～
～
～
～

1/8
1/15
1/22
1/29
2/5

赤魚のみぞれ煮
チキン南蛮和風 タル タルソース
天麩羅の盛り合わせ
わさ び風味の ポー クチ ャッ プ
お魚の甘酢あん カラフル野菜添え

2010-2011 忘・新年会プラン
今年も魅力あるプランを取りそろえました。
すべて飲み放題込で、幹事様も安心です。

洋風のおしゃれなア・ラ・カルト
リーズナブルで大人気です。
お料理 10 品付

舞
プラン ¥5,000
洋風＆お刺身・お鍋と揃った
満足度No.1のプランです。
お料理 12 品付

扇
プラン ¥8,000
ホームページがリニューアル！

和風ハンバーグ定食

小鉢・酢の物・ふくの天麩羅・茶碗蒸し・果物・コーヒー

柔らか牛フィレステーキランチ

サンスーシランチ

¥1,575

小鉢・酢の物・お刺身・週替わりの一品・茶碗蒸し・甘味・コーヒー

2010.11.1

小鉢・サラダ・サーロインステーキ ぽん酢醤油添え または 鯨ステーキ
茶碗蒸し・果物・コーヒー

サンスーシ御膳
お昼の会席膳

（ 14:00 ラストオーダー ）

ボリュームたっぷりの洋風大皿に

お刺身。No.1の人気プラン。

ランチタイムメ ニュー
オープン 11:30 ラストオーダー 14:30 クローズ 15:00

お料理 11 品付

宴
プラン ¥6,500
味覚の冬は、やはり和食で。
こちらも大人気の和風プラン。
お料理 13 品付

雅
プラン ¥8,000

詳しくはこちらでも！

http://www.plazahotel.co.jp

¥3,150

前菜・刺身・焼物・揚物・蓋物・茶碗蒸し・ご飯物・香の物・お味噌汁・甘味・コーヒー

2011.1月
2011 .1.31

¥2,625

小鉢・酢の物・牛フィレステーキ ぽん酢醤油添え・お刺身・天ぷら・茶碗蒸し・果物・コーヒー

冬のオーダーバイキング2011
地中海をテーマに今年も開催します。
2011.1.7 ～ 2.28 お一人様 2,730円&3,990円！
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