LUNCH MENU

Insta-Brunch

2018.12.1-2019.2.28 平日

※除外日：12/30-1/2

2,000

STARTER
Today’s appetizer and soup
本日のアペタイザーとスープ

MAIN
Your choice of main course.
5種類よりお好きなメイン料理をお選びください。

Egg dish
タマゴ料理

Sandwich&Burger
サンドウィッチ＆バーガー

Noodle
パスタ&麺

Protein
プロテイン

* 週代わりで内容を変更いたします

インスタブランチ A

12月3日-7日/ 12月25日-28日 /
1月15日-18日 / 2月4日-8日 / 2月25日-28日

インスタブランチＢ

12月10日-14日/ 1月3日-4日 /
1月21日-25日 / 2月12日-15日

インスタブランチＣ

12月17日-21日/ 1月7日-11日 /
1月28日-2月1日 / 2月20日-22日

DESSERT
Today’s Dessert
本日のデザート

Dessert buffet

+1000

デザートブッフェ

WA LUNCH PLATE

*追加料金で和食に変更可能です

+ 500

ランチプレート

プレート

公魚南蛮漬け 草津ほうれん草の浸し 牛時雨煮
野菜田楽 (近江蕪 赤蒟蒻 長芋)
人参とスジ海老の掻き揚げ 檸檬 甘鯛幽庵焼き 梅酢カリフラワー

小鍋・お造り 自家製豆腐の近江緑茶湯豆腐
鰤薄造りしゃぶしゃぶ 塩 守山遠藤醤油
食 事

炊き込みご飯 香物 赤出汁

デザート

蜜柑のゼリー

Insta-Brunch 発売キャンペーン
ホテルオフィシャルインスタグラム (@lakebiwamarriott) をフォローし、
公式ハッシュタグと共に投稿していただくプチギフトをプレゼント。
※お会計時に画面をご提示ください
【 公式ハッシュタグ：#lakebiwamarriott 】

To the guests who have some allergy to specific ingredients, please inform us the detail when ordering.
特定の食材にアレルギーをお持ちの場合、ご注文の際にお知らせください。
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2,000

インスタブランチＢ
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Sandwich&Burger

Sandwich&Burger

Sandwich&Burger

Roast pork sandwich

Chili hot dog

Pork fillet cutlet burger

Noodle

Noodle

Noodle

Chicken macaroni gratin

Beef ragout and Rigatoni

下記よりお選びください。

チーズ入りエッグスラット

Egg Dish
Spanish omelet

ビーフと冬野菜のエッググラタン

ローストポークのサンドウィッチ

スパニッシュオムレツ

豚フィレカツバーガー

チリドック

Lasagna

ビーフラグーとリガトーニ

チキンマカロニグラタン

ラザニア

Noodle of the day

下記よりお選びください。
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Noodle of the day

*ask to server

Noodle of the day
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本日のヌードル

Protein
Tandoori chicken

Protein

Protein

Roast spareribs

Grilled chicken

Fish & Chips

Grilled Gray rockfish

グリルチキン

スペアリブのロースト

タンドリーチキン

Fried Salmon

クロメヌケのグリル

フィッシュ&チップス

サーモンフライ

*ask to server
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特定の食材にアレルギーをお持ちの場合、ご注文の際にお知らせください。

All prices are subject to 10% service charge and consumption tax.
表記料金に別途、サービス料（10%）および消費税を加算させていただきます。
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