
お食事制限やアレルギーなどがございましたらスタッフにお申し付けください。 
表示料金にはサービス料、税金が含まれております。 
Please advise us of any dietary requirements or food allergies that you may have.  
All prices are inclusive of tax and service charge. 

フードメニュー 
Food Menu 
 
アペタイザー                            12:00－21:30 
Appetizer   
 
ポテトチップス ￥900 
Potato Chips 
 
ミックスドライフルーツ                         ￥1,500 
Mixed Dried Fruits 
 
ミックスナッツ                                        ￥1,500 
Mixed Nuts 
 
ミックスオリーブ                                       ￥1,500 
Mixed Olives 
 
トマトとバジルのブルスケッタ ￥1,500 
Tomato and Basil Bruschetta 
 
スモークサーモン ￥1,600 
Wood-smoked Salmon 
 
生ハム ￥2,600 
Cured Ham                          
 
チーズ 3 種盛り合わせ                  ￥2,800 
Assorted Cheese (3 kinds) 
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サンドウィッチ ＆ ホットディッシュ     12:00－21:30 
Sandwich and Hot Dish  
 
フライドポテト ¥1,100 
French Fries 
 
スパゲッティ・アラビアータ ¥1,900 
Spaghetti Arrabiata 
 
ベジタブルサンドウィッチ ¥1,900 
Vegetable Sandwich 
 
生ハム、バジル、モッツァレラ、トマトのピザ ¥2,200 
Cured Ham, Basil, Mozzarella and Tomato Pizza 
 
メンチカツサンドウィッチ ¥2,500 
Minced Beef Cutlet Sandwich 
 
ウェスティンクラブハウスサンドウィッチ ¥2,700 
Westin Club House Sandwich 
 
ビーフバーガー ¥3,300 
Beef Burger 
ベーコンとチェダーチーズ 又は ブルーチーズをお選びください 
Your choice of grilled bacon, cheddar cheese or blue cheese 
(追加 フライドエッグ Additional Fried Egg  ¥300)  
 
ビーフステーキサンドウィッチ ¥6,900 
Beef Sirloin Steak Sandwich                        
 
黒毛和牛サーロインのグリル 赤ワインソース ¥10,000 
Grilled Japanese Wagyu beef sirloin with red wine sauce                   
 
活伊勢海老のポワレ ロブスタークーリー  ¥15,000 
Pan-fried lobster with lobster coulis 
 
活鮑のポワレ ハーブ・バターソース ¥18,700 
Pan-fried abalone with herb-butter sauce 
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サラダ          12:00－21:30 
Salad  
                
ミックスグリーンサラダ                                   ¥1,500 
Mixed Green Salad 
 
トマトとモッツァレラチーズのカプレーゼ                 ¥1,500 
Tomato and Mozzarella Caprese   
 
シーザーサラダ                                          ¥2,000 
Caesar Salad with Cured Ham 

 
 
 
デザート           
Dessert  
 
クレミアソフトクリーム                                    ¥1,100 
Cremia Soft-serve ice cream 
 
フルーツ入りクレミアソフトクリーム                       ¥1,500 
Cremia Soft-serve ice cream with fruits 
 
チョコレート                                            ¥1,500 
Chocolates 
 
リコッタパンケーキ                                      ¥2,300 
Ricotta pancakes 
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ランチセット                       12 :00―14 :30 
Lunch Set              
 
 
モッツァレラチーズと、ロースハムのガレット 
Mozzarela cheese and Ham Galette 

 
スモールサラダ 
Small salad 
 
クレミアソフトクリーム 
Cremia Soft-serve ice cream 
 
コーヒー又は紅茶 
Coffee or Tea 

 
                                             ¥3,800 


