A LA CARTE S ELECTION DINNER
メインディッシュにサラダ

or スープ 、それにパン（ バター ＆ オリーブオイル ）とコーヒー or
デザートもオプション（ ￥ 900 ）でご 用 意 致します 。

紅 茶 をセット、

You can enjoy salad or soup, bread（ butter and olive oil ）, coffee or tea with a choice of main dishes. Dessert is available as an option（ ¥ 900 ）.

画像 はイメージです 。

Main Dish

Salad or Soup

左記料金に含まれております

一品お選びください

一品お選びください

Included in the price on the left

You have a choise of one dish
❖

You have a choise of one dish

Caesar Salad with Colorful Vegetables and Bacon

+

• 鹿児島産うなぎのガーデンジャポネサラダ

Green Salad with Kagoshima Eal Japone Style Vinegre Dressing

鹿児島産あおりいかとシュリンプのサラダ シノワ風

Green Salad with Shrimp and Squid Chinois Style Onion and Soy Sauce
Dressing

❖

本日のお魚料理

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

￥ 3,500

Fish of the Day

❖

鹿児島産赤鶏さつまのオージュ渓谷風

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Kagoshima "Akadori Satsuma" Chicken Auge Valley Style

❖

• オニオングラタンスープ

鹿児島産黒豚肩ロースステーキ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Kagoshima Black Pork Boston Butt Steak

Onion Gratin Soup

•

￥ 3,200

Celestine Hamburger with French Fries

• 彩り豊かな野菜とベーコンのシーザーサラダ

•

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

セレスティンバーガーとフレンチフライ

❖

本日のスープ

厳選牛サーロインステーキ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Carefully selected Beef Sirloin Steak

Soup of the Day
❖

厳選牛フィレステーキ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Carefully selected Beef Fillet Steak

❖

一品お選びください

• オリジナルブレンドコーヒー

• カモミール

• 紅茶

• ローズヒップ

Original Blended Coffee
Tea

Chamomile Tea
Rose hip Tea

￥ 3,600
￥ 4,600
￥ 5,000
￥ 9,200

※ステーキソースは3 種からお選びください（黒酢 / 醤油 / 赤ワイン）
You have a choise 3 kind of Sauce（ Black Vinegar / Soy Sauce / Red Wine ）

Included in the price on the left

You have a choise of one dish

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Kagoshima Black Beef Sirloin Steak

Coffee 、Tea or Herbal Tea

左記料金に含まれております

鹿児島産黒牛サーロインステーキ

￥ 3,500

+

•

+

Bread

Included in the price

天然酵母パン、バターとオリーブオイル

Natural Yeast Bread with Butter and Olive Oil
※天然酵母パンはアイスクリームに変更する事ができます。
Natural Yeast Bread can be changed to Ice Cream

※料金 には 消費税 が 含まれております 。

〒105-0014 東京都港区芝 3-23-1
ホテルザセレスティン 東京芝 1Ｆ

ラ プルーズ東京
営業時間 17：30~22：00（ L.O. 21：00 ）

03-5441-4112

https://www.celestinehotels.jp/tokyo-shiba

