
※表示価格は税込となっております。 ※写真はイメージです。※食物アレルギーがご心配なお客様は、特定原材料の使用内容についておたずねください。特定原材料：小麦・そば・卵・乳・落花生・えび・かに
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牛ホホ肉の赤ワイン煮込み
Beef cheek meat stew in red wine

¥3,200

サワラとふきのとう
白みそソース
Spanish mackerel and butterbur shoot
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白みそソース
Spanish mackerel and butterbur shoot

サワラとふきのとう
白みそソース
Spanish mackerel and butterbur shoot

サワラとふきのとう
白みそソース
Spanish mackerel and butterbur shoot

¥1,380¥1,380¥1,380 ペコロスと芽キャベツの
オニオンスープ
Onion soup with picolos and brussels sprouts
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¥¥¥¥6660000000000000¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥666000000000ペコロスと芽キャベツの
オニオンスープ
Onion soup with picolos and brussels sprouts

ペコロスと芽キャベツの
オニオンスープ
Onion soup with picolos and brussels sprouts

ペコロスと芽キャベツの
オニオンスープ
Onion soup with picolos and brussels sprouts

¥600¥600¥600
Side MenuAppetizer

Main Dish

5HORN満喫プラン お一人様¥5,000～
お好きな組み合わせであなただけのコースをお楽しみください

前菜 本日のスープ パスタ

メイン コーヒーor紅茶

「※」が付いているものはプラス料金にてご注文いただけます。
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ビーフシチューオムライス
Beef stew omelette rice

¥1,820
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ステーキガーリックピラフ
Steak strips with garlic rice

¥1,520 肉100g増量 ¥1,980

※表示価格は税込となっております。 ※写真はイメージです。※食物アレルギーがご心配なお客様は、特定原材料の使用内容についておたずねください。特定原材料：小麦・そば・卵・乳・落花生・えび・かに
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ステ キガ リ クピラフ
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オマール海老と
ホタテのフリカッセ
Lobster fricassee with saffron rice

¥1,960
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ビーフストロガノフ
Beef Stroganoff

¥1,980 白身魚のサフランリゾット
カラスミ風味
Saffron risotto of whitefish, Karasumi flavor

¥1,520

Rice Dish



ステーキサラダ
Steak strips with salad ¥1,520

肉100g増量¥1,980

ミニサラダ Mini salad ¥350

Lunch Set Drink 「※」が付いているものはプラス料金にてご注文いただけます。
Drinks marked 「※」is needed extra fee

バゲット Baguette ¥350

旬野菜のポタージュ
Today's soup

¥450温製 ミニサラダ
Hot Mini salad

¥450

Main Dish

Appetizer

Side Menu

しじみのペスカトーレ
Pescatore of Shijimi clam

¥1,620¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥11111111,,,,,666666666666622220000000000
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しじみのペスカトーレ
Pescatore of Shijimi clam
しじみのペスカトーレ
Pescatore of Shijimi clam
しじみのペスカトーレ
Pescatore of Shijimi clam

¥1,620¥1,620¥1,620

ハマグリと菜の花のパスタ
Pasta of clam and canola flower

¥1,480
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ハマグリと菜の花のパスタ
Pasta of clam and canola flower
ハマグリと菜の花のパスタ
Pasta of clam and canola flower
ハマグリと菜の花のパスタ
Pasta of clam and canola flower

¥1,480¥1,480¥1,480

アオリイカのペペロンチーノ
大葉のジェノベーゼ
Peperoncino of bigfin reef squid

¥1,560
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アオリイカのペペロンチーノ
大葉のジェノベーゼ
Peperoncino of bigfin reef squid

アオリイカのペペロンチーノ
大葉のジェノベーゼ
Peperoncino of bigfin reef squid

アオリイカのペペロンチーノ
大葉のジェノベーゼ
Peperoncino of bigfin reef squid

¥1,560¥1,560¥1,560

アイスティー ストレート or レモン or ミルク
Iced Black Tea [Black or Lemon or Milk]

紅茶 ストレート or レモン or ミルク
Hot Black Tea [Black or Lemon or Milk]

コーヒー ホット or アイス
Coffee [Hot or Iced]

アメリカンコーヒー
Weak Coffee

果汁100％ジュース オレンジ or リンゴ
100% fruit juice [Orange or Apple]

＋¥100 ※

＋¥100 ※クレマコーヒー（アイス）
 Iced Crema Coffee

カフェオレ ホット or アイス
Cafe au lait [Hot or Iced]

＋¥150 ※

＋¥200 ※クレマオレバニラ or ヘーゼルナッツ or キャラメル
Iced Crema Cafe au lait [Vanilla or Hazelnut or Caramel]

生ビール グラス
Draft Beer (Glass)

＋¥200 ※

ハウスワイン 赤 or 白 グラス
House Wine (Glass) [Red or White]

＋¥200 ※

スパークリングワイン グラス
Sparkling Wine (Glass) 

＋¥300 ※

ミート&ポテト
French fries with meat sauce

¥800

TAKE
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チーズたっぷりミートラザニア
Meat lasagna with lots of cheese on top

¥1,700
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チーズたっぷりミートラザニア
Meat lasagna with lots of cheese on top
チーズたっぷりミートラザニア
Meat lasagna with lots of cheese on top
チーズたっぷりミートラザニア
Meat lasagna with lots of cheese on top

¥1,700¥1,700¥1,700
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温製丸ごとシーザーサラダ
Cesar salad with bacon

¥1,480

ステ
Steak s

菜のポタージュ¥450 ミート
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温製丸ごとシーザーサラダ
Cesar salad with bacon
温製丸ごとシーザーサラダ
Cesar salad with bacon
温製丸ごとシーザーサラダ
Cesar salad with bacon

¥1,480¥1,480¥1,480

TAKE
OUTOK

シーフードサラダ
Seafood salad

¥1,680
TAKE
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自家製スパニッシュオムレツ
Homemade Spanish Omelette

¥1,380

自自自家自家自家自家自家製ス製ス製ス製スススパパパパパパパニパニパニパニパニパパニッッッシッシッシッシッシッシッシッシ オオオオュオュオュオオュオムムムムムムム家家製ス製ス製ススススパパパパパパパパパニパニパニパニパニ シシシシシシシシシッシシシッシ オオオオオオオオオオオュオュオムムムムムムムムムム
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自家製スパニッシュオムレツ
Homemade Spanish Omelette
自家製スパニッシュオムレツ
Homemade Spanish Omelette
自家製スパニッシュオムレツ
Homemade Spanish Omelette

¥1,380¥1,380¥1,380

Pasta

ジンジャエール
Ginger ale

苺ソーダ
Strawberry Soda

ブルーベリーソーダ
Blueberry Soda

ウーロン茶 ホット or アイス
Oolong tea

＋¥100 ※

＋¥200 ※

＋¥200 ※
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豚肩ロースの
シャルキュティエール
Charcutiere of shoulder roasted pork

¥2,300
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シャルキュティエール
Charcutiere of shoulder roasted pork

豚肩ロースの
シャルキュティエール
Charcutiere of shoulder roasted pork

豚肩ロースの
シャルキュティエール
Charcutiere of shoulder roasted pork

¥2,300¥2,300¥2,300

タケノコとモッツアレラ
ミルフィーユカツレツ
Cutlet of bamboo shoots and
mozzarella cheese, Millefeuille style

¥1,680

旬野菜温製 ミニサラダ ¥450 旬野菜0

温製温製温製温製温製温製温製温製
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タケノコとモッツアレラ
ミルフィーユカツレツ
Cutlet of bamboo shoots and
mozzarella cheese, Millefeuille style

タケノコとモッツアレラ
ミルフィーユカツレツ
Cutlet of bamboo shoots and
mozzarella cheese, Millefeuille style

タケノコとモッツアレラ
ミルフィーユカツレツ
Cutlet of bamboo shoots and
mozzarella cheese, Millefeuille style

¥1,680¥1,680¥1,680

スズキのソテー
ノワゼットソース　
Sauteed sea bass with browned butter sauce
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ノワゼットソース　
Sauteed sea bass with browned butter sauce

スズキのソテー
ノワゼットソース　
Sauteed sea bass with browned butter sauce

スズキのソテー
ノワゼットソース　
Sauteed sea bass with browned butter sauce

¥2,200¥2,200¥2,200

＋¥200 ※

フォワグラのコロッケ
Croquette of foie gras ¥1,780

＋¥300 ※

＋¥200 ※

＋¥200 ※＋¥200 ※




