
    

 

LeMarché

※表示価格には税金及び、サービス料１０％が含まれております。  ※料理内容は仕入れにより変更させていただきます。

*The prices include 10% service charge and taxes.　*The menu is subject to change according to availability.

メインディッシュが選べるリーズナブルなランチコース

    

 

マルシェ

LeMarché

Member only price

JRホテルメンバーズ
会員様価格

前菜　― Appetizer ―
鱈のブランダードと野菜のクリュディテ 生ハムサラダ添え

Cod Brandade and Vegetable Crudités, Served with Cured Ham Salad

食後のお飲み物　― Aftermeal drink ― 
コーヒー・エスプレッソ・紅茶・ハーブティー

Coffee, Espresso, Tea or Herb tea

デザート　― Dessert ―

季節野菜のスープ　― Seasonal Vegetable Soup ―

￥4,000        　　　　￥3,600

    

 

LeMarché

    

 

魚料理　― Fish dish ―
高知県宿毛湾直送 本日の魚料理

Fish of the Day, Shipped Fresh from sukumo Bay, Kochi

又は or

肉料理　― Meat dish ―
［1月］鹿児島県産茶美豚のシュークルト

［2月］若鶏のバスク風トマト煮込み

［3月］鹿児島県産茶美豚のビール煮込み

[Jan.］Kagoshima Chami Pork Choucroute
[Feb.］Basque-Style Young Chicken and Tomato Stew
[Mar.］Beer-Simmered Kagoshima Chami Pork

Muslim friendly menus are reservation only. Please make your reservation a minimum of 4day in advance of your preferred date.



Chef́ sLunch

※表示価格には税金及び、サービス料１０％が含まれております。  ※料理内容は仕入れにより変更させていただきます。

*The prices include 10% service charge and taxes.　*The menu is subject to change according to availability.

旬の食材を使用し、お魚・お肉のＷメインディッシュが楽しめるランチコース

前菜　― Appetizer ―
フルーヴより 小さなアミューズ

Amuse Bouche (A Welcoming Mini-Appetizer) from Fleuve
鱈のブランダードと野菜のクリュディテ 生ハムサラダ添え

Cod Brandade and Vegetable Crudités, Served with Cured Ham Salad

食後のお飲み物　― Aftermeal drink ― 
コーヒー・エスプレッソ・紅茶・ハーブティー

Coffee, Espresso, Tea or Herb tea

季節野菜のスープ　― Seasonal Vegetable Soup ―

シェフズランチChef́ sLunch

￥6,000        　　　　￥5,400Member only price

JRホテルメンバーズ
会員様価格

デザート　― Dessert ―

魚料理　― Fish dish ―
高知県宿毛湾直送 魚料理 クレームドコキヤージュ

Creme de Coquillage with Fish Shipped Fresh from Sukumo Bay, Kochi

アンコウのロティ サフラン香るクリームソース
Roasted Anglerfish with Saffron-Flavored Cream Sauce  ( additional 1,210 yen )

+1,210円で、メイン料理をグレードアップ

肉料理　―Meat dish ―
牛フィレ肉のグリル 季節の野菜添え オニオンソース

Grilled Beef Fillet, Served with Seasonal Vegetables and Onion Sauce
牛フィレ肉のグリル フォアグラ添え 赤ワインソース

Grilled Beef Fillet, Served with Foie Gras and Red Wine Sauce ( additional 1,210 yen )

+1,210円で、メイン料理をグレードアップ

Muslim friendly menus are reservation only. Please make your reservation a minimum of 4day in advance of your preferred date.



LeFleuve

※表示価格には税金及び、サービス料１０％が含まれております。  ※料理内容は仕入れにより変更させていただきます。

*The prices include 10% service charge and taxes.　*The menu is subject to change according to availability.

季節野菜のヴルーテ　― Seasonal Vegetable Velouté ―

冷前菜　― Cold appetizers ―
鹿児島県～海の恵み～ パルフェ仕立て キャビア添え

Succulent Seafood from Kagoshima - Parfait Style, Served with Caviar

LeFleuve

アミューズ・ブーシュ　― Appetizers ―
前菜盛合せ

Amuse bouche: A welcoming mini-appetizer

食後のお飲み物　― Aftermeal drink ― 
コーヒー・エスプレッソ・紅茶・ハーブティー

Coffee, Espresso, Tea or Herb tea

￥9,000　　　　        ￥8,100Member only price

JRホテルメンバーズ
会員様価格

シェフのこだわりの一品をご堪能いただけるランチコース

フルーヴランチ

魚料理　― Fish dish ―
アンコウのロティ サフラン香るクリームソース

Roasted Anglerfish with Saffron-Flavored Cream Sauce

肉料理　― Meat dish ―
鹿児島県産 黒毛和牛の赤ワイン煮込み 季節の野菜添え

Kagoshima Black Beef Braised in Red Wine, Served with Seasonal Vegetables

デザート　― Dessert ―

温前菜　― Hot appetizers ―
ズワイガニのラヴィオリ 黄金色の命のフォン

Snow Crab Ravioli in Golden Fond

Muslim friendly menus are reservation only. Please make your reservation a minimum of 4day in advance of your preferred date.


