
  ホテル特製ミックスピザ
       ＜サラダ ・ スープ ・ デザート付＞

￥1,380　( 税込 /￥1,518)

  レディースランチ / サーモングリル 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜パンまたはライス ・ サラダ ・ スープ付＞

　￥1,700　

　　( 税込 /￥1,870)

Ladies lunch

　￥2,200　

　　　( 税込 /￥2,420)

「TAS」pa set
  春のタスパセット　 

　　＜パンまたはライス ・ サラダ ・ スープ付＞

ローストビーフと季節のお野菜
　　　シーフードマリネがワンプレートに !



  ホテル特製トマトピザ
       ＜サラダ ・ スープ ・ デザート付＞

￥1,380　( 税込 /￥1,518)

  米澤豚ポークカツカレー
      　　　　　　　　　　　 ＜サラダ ・ スープ付＞

￥1,600　

　　　　( 税込 /￥1,760)

￥1,380　( 税込 /￥1,518)

  春の長井ダムカレー
    ＜サラダ ・ スープ付＞

￥1,500　( 税込 /￥1,650)

  シーフードカレー ￥1,600　( 税込 /￥1,760)

  ハーフ　
　　　　　　　                          ＜サラダ ・ スープ付＞

￥  800　( 税込 /￥880)

  べジタブルカレー ￥1,500　( 税込 /￥1,650)

  ハーフ　
　　　　　　　                          ＜サラダ ・ スープ付＞

￥  800　( 税込 /￥880)

  ビーフカレー

￥1,500　( 税込 /￥1,650)

 　ハーフ　
　　　　　　　                          ＜サラダ ・ スープ付＞

￥  800　( 税込 /￥880)

  チーズ焼きカレー

￥1,500　( 税込 /￥1,650)

 　ハーフ　
　　　　　　　                          ＜サラダ ・ スープ付＞

￥  800　( 税込 /￥880)

Curry



Rice dish

  ホテル特製ミックスピザ
       ＜サラダ ・ スープ ・ デザート付＞

￥1,380　( 税込 /￥1,518)

  ホテル特製オムライス　 ＜サラダ ・ スープ付＞

  ローストビーフ丼　 

　　　　　　　　＜サラダ ・ スープ付＞

　￥1,500　

　　　　　( 税込 /￥1,650)

 ハーフ　
　   ＜サラダ ・ スープ付＞

￥800
　　　( 税込 /￥880)

　　￥1,600　

　　( 税込 /￥1,760)

Hamburg steak

　　￥1,600( 税込 /￥1,760)

 洋風デミグラス
　　　　　　　　ハンバーグ 

　　　　　　＜パンまたはライス

　　　　　　　　　　　　サラダ ・ スープ付＞

　　￥1,600( 税込 /￥1,760)

 和風ハンバーグ 

　　　　＜パンまたはライス

　　　　　　　　　サラダ ・ スープ付＞



Spaghetti

  ホテル特製シーフードピザ
       ＜サラダ ・ スープ ・ デザート付＞

￥1,380　( 税込 /￥1,518)

  ホテル特製ミックスピザ
       ＜サラダ ・ スープ ・ デザート付＞

￥1,380　( 税込 /￥1,518)

￥1,500　( 税込 /￥1,650)

  シーフードトマト
　　　　　　　　スパゲティ
　　　　　　　　　＜サラダ ・ スープ付＞

￥1,380　( 税込 /￥1,518)

　￥1,500　

　　　　( 税込 /￥1,650)

　￥1,600　

　　　　( 税込 /￥1,760)

  ベーコントマト スパゲティ
　　　　　　　　　　　　　　＜サラダ ・ スープ付＞

  チーズ焼きトマト スパゲティ
　　　　　　　　　　　　　　＜サラダ ・ スープ付＞

 ミートソース スパゲティ
　　　　　　　　　　＜サラダ ・ スープ付＞

  チーズ焼きミートソース スパゲティ　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　                                           ＜サラダ ・ スープ付＞

　￥1,600　　( 税込 /￥1,760)

  カルボナーラ スパゲティ
　　　　　　　　　　　　　　＜サラダ ・ スープ付＞

　￥1,500　

　　　　( 税込 /￥1,650)

￥  800　( 税込 /￥880)

　￥1,500　

　　　　( 税込 /￥1,650)



Pizza

  ホテル特製シーフードピザ
       ＜サラダ ・ スープ ・ デザート付＞

￥1,380　( 税込 /￥1,518)

  ホテル特製ミックスピザ
       ＜サラダ ・ スープ ・ デザート付＞

￥1,380　( 税込 /￥1,518)

  ホテル特製トマトピザ
                        ＜サラダ ・ スープ付＞

￥1,600　( 税込 /￥1,760)

  ホテル特製シーフードピザ
                       ＜サラダ ・ スープ付＞

￥1,600　( 税込 /￥1,760)

  ホテル特製ミックスピザ
                         ＜サラダ ・ スープ付＞

￥1,600　( 税込 /￥1,760)

Doria

チキンピラフトロビール
シーフードピラフトロビール
　　　　　　　　　　　　＜サラダ ・ スープ付＞

YBC山形放送 ぴよ卵 で取り上げられた

　　　　　　　　　　　　　　　
　　『長井ドリア』

シーフードグラタン
　　　　　　　　　　　　　　＜サラダ ・ スープ付＞

￥1,600　( 税込 /￥1,760)

 　　ハーフ　
　　　　　　　                          ＜サラダ ・ スープ付＞

￥800　( 税込 /￥880)

￥1,600　( 税込 /￥1,760)

 　　ハーフ　
　　　　　　　                          ＜サラダ ・ スープ付＞

￥800　( 税込 /￥880)



Beef & Pork

  ホテル特製ミックスピザ
       ＜サラダ ・ スープ ・ デザート付＞

￥1,380　( 税込 /￥1,518)

  ホテル特製トマトピザ
       ＜サラダ ・ スープ ・ デザート付＞

  ビーフシチュー　 

　　＜パンまたはライス ・ サラダ ・ スープ付＞

 　米澤豚ロース

　　　　　　　　　生姜焼き　 

　　　　＜パンまたはライス

　　　　　　　　　　　サラダ ・ スープ付＞

　￥1,600　

　　　　　( 税込 /￥1,760)

￥800　( 税込 /￥880)

　　￥1,600　( 税込 /￥1,760)

Kids menu
 　お子様ランチ　 

　　　＜デザート ・ ジュース

　　　　　　　　　おもちゃ付＞

　￥1,000　

　　　( 税込 /￥1,100)

お食事ご注文の方のみ限定

ＤＲＩＮＫ ＢＡＲ　　　     
　 ￥180 （税込￥198）
コーヒー ・ カフェラテ ・ 紅茶 ・ ウーロン茶
メロンソーダ ・ カルピス ・ カルピスソーダ
オレンジジュース ・ コーラ ・ 野菜ジュース

10 種類のドリンク
飲み放題 !!


