
野菜のムース

海老とブロッコリーのカクテル

シーフードパスタサラダ

肉のテリーヌ

豆腐と搾菜のサラダ

スモークサーモン

コールミート

野菜のキッシュ

チーズ盛り合わせ

ライスコロッケ

フルーツヨーグルトサラダ

海藻サラダ

コーンビーンズサラダ

ベビーリーフサラダ

メランジェサラダ

ライチ

マンゴー

ルビーグレープフルーツ

メロン

だし巻き卵サンド

海老カツサンド

牛ロースのグリル

豚ロースのグリル

ソーセージのグリル

ガーリックチキングリル

チキンのトマトクリーム煮

赤魚のアクアパッツァ

ラザニア

季節野菜のグリル

姫サザエのブルギニョン

ガーリックライス

栗原心平さんコラボレーション

茶そば

コールスロー

カニクリームコロッケ

アジフライ

本日のおばんざい

本日の鍋料理

天婦羅

ワタリ蟹ラーメン

フォー（ライスヌードル）

グリーンカレー

油淋鶏

海老焼売

熊猫あんまん

クロワッサン

ミルクロール

ミニ塩パン

はちみつ豆乳パン

ジャム・バター各種

新潟・糸魚川産コシヒカリ

トマトのポタージュ

クラムチャウダー

酸辣湯

丸鶏チキンスープ

冷製料理 デザートサラダ･フルーツ･軽食武藏窯グリル 日本料理

アジアン料理

ご飯・パン・スープ

カスタマイズボトルパフェ

チョコレート／抹茶／フルーツ

プリン

抹茶ムース

メロンゼリー

ショートケーキ

抹茶わらび餅

プチクリームサンド

玄米抹茶ムース

ムースフロマージュ

メロンロール

エクレア

Green peas mousse with kuri tomato

Duck smoked bamboo shoots with genoa sauce

Rape blossoms and cream cheese wrapped in salmon

Seafood marinated spring vegetables ceviche

Broad beans and prosciutto with cottage cheese

Garlic marinade of shrimp and broccoli

Greg of spring vegetables

Quinoa and namul salad

Cheese platter

Cheese platter

Fruit yogurt salad

Seaweed salad

Corn beans salad

Baby leaf salad

Melange salad

Lychee

mango

Ruby grapefruit

melon

Dashimaki Tamago Sandwich

Shrimp cutlet sandwich

Grilled beef loin

Grilled pork loin

Grilled sausage

Garlic chicken grill

Chicken tomato cream boiled

Red fish aqua pazza

Lasagna

Grilled seasonal vegetables

Princess Sazae's Bourguignon

Garlic rice

Tea noodles

Coleslaw

Crab cream croquette

Deep-fried horse mackerel

Today's obanzai

Today's hot pot dish

Tempura

Watari Crab Ramen

Pho (Rice noodles)

Green curry

Deep-fried chicken with oil

Shrimp dumplings

Panda steamed bun

Croissant

Milk roll

Mini salt bread

Honey soy milk bread

Various jams and butter

Koshihikari from Itoigawa, Niigata

Tomato potage

Clam chowder

Hot and sour soup

Chicken soup

Customized bottle parfait

Chocolate / Matcha / Fruit

Pudding

Matcha mousse

Melon Jelly

Shortcake

Matcha Warabimochi

Petit cream sandwich

Brown rice matcha mousse

Mousse fromage

Melon rollcake

Eclair

※お客様がブッフェ台にて料理をお取りいただくスタイルとなります。

※仕入により、メニューが変更となる場合がございます。
It will be a style in which customers eat at the buffet table.

The menu may change due to purchase.

ラザニア風ピザ
Collaboration with Shinpei Kurihara
Indian style curry

・茄子　 ・ししとう　・キス開
Eggplant　  Shishito　　　Garfish

生パスタ　パルメザンチーズ和え

西洋料理

Raw pasta with parmesan cheese

ボンゴレ・アマトリチャーナ・カルボナーラ
Vongole・Amatriciana・Carbonara

ハンバーグデミグラスソース

ムール貝とトマトのセビーチェタイム風味
Hamburger demiglace sauce

Ceviche thyme flavor of mussels and tomatoes

チケット料理

・抹茶オペラ・胡麻水まんじゅう
・Matcha opera・Sesame mizu manju

国産牛のしゃぶしゃぶ パティシエスイーツアソート
Domestic beef shabu-shabu Pastry Chef Assortment


