


Lunch Buffet
ランチビュッフェ

※料金には、いずれも消費税が含まれております。また、別途サービス料（10％）を申し受けます。  ※シニア：65歳以上、幼児：4歳～小学生未満

平日会員特典

¥2,640 ¥2,420 ¥1,210 ¥880
Elementary大 人

平日料金

シニア 小学生 幼 児Adult Senior Toddlers

※Unless otherwise specified, we use Japanese rice.　※Details may vary depending upon market availability of items.　※Unless otherwise specified, beef is American beef or Canadian beef.　
※Some items on the menu may include allergens. Please ask restaurant staff for details if necessary.　※All photos are approximate representations.

※特別な記載をしていない場合、国産米を使用しております。 ※仕入状況により、内容の一部が変更になる場合がございます。 ※牛肉は、アメリカ産、カナダ産を使用しております。 ※メニューには、食品表示法によるアレル
ギー物質（アレルゲン）を含む食品を使用しております。詳しくはスタッフまでお尋ねください。 ※写真はイメージです。

フリータイム（時間制限なし）
Free time (no time limits)

11：30～14：30 ［内90分 90 minutes］平　日 Weekday

パン、デザート各種、フルーツ、ソフトドリンク各種など
Various breads, desserts, fruit, and soft drinks

¥1,530飲み放題（90分） フリードリンク ・・・・・・・・・ ¥1,020ワインバイキング ・・・・・・・・・
All you can drink (90 minutes)

Free drinks (1,530 Yen all you can drink course) Wine Course (1,020 Yen for all the wine you can drink)

Weekday member specials

①11：00～  ②13：00～土・日・祝 Sat, Sun, & 
Public Holidays 2 Times (90 Minutes each)2部制（90分）   

ビーフストロガノフ
京都産の抹茶とホワイトチョコレートのぜんざい

Table Service
テーブルサービスメニュー

サラダバー
生ハムと洋梨のサラダ
わかさぎのエスカベッシュ
小海老のカクテルソース
バーニャカウダ

Salad Bar
サラダバー＆オードブル

ローストポーク　炭火の香り
酢豚
白身魚とトマトのアヒージョ
アゴーラ黒カレー
カレー（甘口）
チキンフリット
ポテトフライ
海老のチリソース煮
麻婆豆腐
うどん
ラザーニャ
さつま芋のオレンジ煮
鮭とほうれん草のグラタン
ジャンボオムレツ　茸クリームソース
魚介類のブイヤベース
鶏肉と豆腐のチゲ鍋
鰤大根

Hot Dishes
温製料理

豚肉と高菜の和風スパゲティ
明太子のクリームスパゲティ
ピッツァ　マルゲリータ
じゃが芋とコーンピッツァ

Pizza & Pasta
ピッツァ＆パスタ

¥2,860 ¥2,530 ¥1,210 ¥880土・日・祝日料金

キッチンから届く音と香り、そして熱気。熱々のグリルに立ち昇る炎の肉料理や、ジュワッと焼き上がるオーブン料理、
シーフードや季節の野菜の旨みがたっぷりの煮込み料理など勢揃い。ランチは約50種が食べ放題!

ホッと熱々ビュッフェ



パン、デザート各種、フルーツ、ソフトドリンク各種など
Various breads, desserts, fruit, and soft drinks

¥1,730飲み放題（100分） フリードリンク ・・・・・・・・・ ¥1,220ワインバイキング ・・・・・・・・・
All you can drink (100 minutes)

Free drinks (1,730 Yen all you can drink course) Wine Course (1,220 Yen for all the wine you can drink)

Dinner Buffet
ホリディディナービュッフェ（土・日・祝日限定）

Sat, Sun, & Public Holidays Only

17：30～20：30 （L.O 20：00）  ［内100分 100 minutes］土・日・祝 Sat. Sun & 
Public Holidays

寿司

ボイルド蟹

ビーフの鉄板焼き

鯛のアクアパッツァ

Dinner Specials
ディナー限定メニュー

ビーフストロガノフ
鰤の炙り寿司

京都産の抹茶とホワイトチョコレートのぜんざい

Table Service
テーブルサービスメニュー

サラダバー

生ハムと洋梨のサラダ

わかさぎのエスカベッシュ

小海老のカクテルソース

バーニャカウダ

Salad Bar
サラダバー＆オードブル

豚肉と高菜の和風スパゲティ

明太子のクリームスパゲティ

ピッツァ　マルゲリータ

じゃが芋とコーンピッツァ

Pizza & Pasta
ピッツァ＆パスタ

ローストポーク　炭火の香り

酢豚

白身魚とトマトのアヒージョ

アゴーラ黒カレー

カレー（甘口）

チキンフリット

ポテトフライ

海老のチリソース煮

麻婆豆腐

うどん

ラザーニャ

さつま芋のオレンジ煮

鮭とほうれん草のグラタン

ジャンボオムレツ　茸クリームソース

魚介類のブイヤベース

鶏肉と豆腐のチゲ鍋

鰤大根

Hot Dishes
温製料理

※料金には、いずれも消費税が含まれております。また、別途サービス料（10％）を申し受けます。  ※シニア：65歳以上、幼児：4歳～小学生未満

¥3,960 ¥3,630 ¥1,980 ¥1,100

Elementary大 人 シニア 小学生 幼 児Adult Senior Toddlers

※Unless otherwise specified, we use Japanese rice.　※Details may vary depending upon market availability of items.　※Unless otherwise specified, beef is American beef or Canadian beef.　
※Some items on the menu may include allergens. Please ask restaurant staff for details if necessary.　※All photos are approximate representations.

※特別な記載をしていない場合、国産米を使用しております。 ※仕入状況により、内容の一部が変更になる場合がございます。 ※牛肉は、アメリカ産、カナダ産を使用しております。 ※メニューには、食品表示法によるアレル
ギー物質（アレルゲン）を含む食品を使用しております。詳しくはスタッフまでお尋ねください。 ※写真はイメージです。

キッチンから届く音と香り、そして熱気。熱々のグリルに立ち昇る炎の肉料理や、ジュワッと焼き上がるオーブン料理、
シーフードや季節の野菜の旨みがたっぷりの煮込み料理など勢揃い。ランチは約50種が食べ放題!

ホッと熱々ビュッフェ



ビスポーク会員様特典 平日は12：00よりご注文を承ります。

1.7（木）～2.28（日）
14：00～17：00（L.O.16：00）

苺とチョコレートのスイーツ
苺のチョコレートショートケーキ、ホワイトチョコと苺のムース、
苺のプチタルト、2種のトリュフチョコレート、
苺とチョコレートのシブースト、チョコレートフォンデュ

3段のティースタンドに、スイーツや軽食を可愛らしく盛り付けたセットを、ロンネフェルト社の香り高い紅茶とともに。

クロテッドクリームとコンフィチュール
◎チョコレートフォンデュとスイーツはお好きなだけお召し上がりください。
　追加は後ほどテーブルにお持ちいたします。

～苺とチョコレートのスイーツ・フォンデュをお好きなだけ～
AFTERNOON TEA

１名様 ¥3,800
１日
10食
限定

※料金には、消費税が含まれております。また、別途サービス料（10％）を申し受けます。 

Tea Stand ティースタンド

●ドイツの老舗 ロンネフェルト社の紅茶（お代わりできます）

●サイフォンで淹れる香り高いコーヒー（fagotでも使用の「AGORAブレンド」豆）
他、アイスティー、アイスコーヒーなどもご用意しております。

・スプリングダージリン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ダージリンファーストフラッシュと呼ばれる、春の時期に収獲された若々しいティー
・アールグレイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ダージリンにベルガモットの香りをブレンドした上品な味わいと優雅な香り
・イングリッシュブレックファースト・・・・・・・・ ウバをベースにした爽やかな香りと味わい。ミルクにも良く合うカフェイン多めのティー
・モルゲンタウ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 中国緑茶にバラの花びら、マンゴーの香りをブレンドした世界でも人気のグリーンティー
・ウェルネス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ルイボス、レモングラスなどをブレンドしたハーブティー。爽やかな気分に
・スイートベリーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ハイビスカス、リンゴ、ラズベリーなどをブレンドした甘酸っぱい味わい
・フルーティーカモミール・・・・・・・・・・・・・・・・・・ カモミールとオレンジの優しい香りのブレンドハーブティー。リラックスしたい時に

Drink お飲み物（下記よりお選びください）

※All photos are approximate representations.
※写真はイメージです。 

焼き菓子色とりどり
「fagot」でも人気の焼き菓子の他、キッシュや紅茶に合うお菓子

シェフズディッシュ
4時間かけてじっくりと火入れしたローストビーフのミニハンバーガー、
コーンスープ、フォワグラフレンチトースト、
プチバーニャカウダ、鰤の炙り

¥1,130

¥1,430

※Prices include taxes.　※All photos are approximate representations.
※料金には、いずれも消費税が含まれております。また、別途サービス料（10％）を申し受けます。　※写真はイメージです。 

アフタヌーンティー

1段目

2段目

3段目



￥920

￥1,000

￥1,000

￥950
Cake and drink(coffee or tea)

各 ¥370

ケーキセット

ケーキとドリンクのセット

・ 「ベーカリー＆カフェ ファゴット」 ショーケース内のケーキ
・ コーヒー  または  紅茶
 （右記ドリンクメニューの中からお選びください）

◎ショーケース内のケーキは随時入れ替わりますので、実際に
ショーケースをご覧いただきお選びください。ファゴットは、
正面入り口から向かって左手の奥にございます。

ケーキイメージ

ベーカリー＆カフェ ファゴット（1F）

季節ごとに色とりどりのスイーツを取り揃えています。
店内に漂うオリジナルブレンドコーヒーの豊かな香り、季節のアイテムが揃う
ホテルメイドのパンやケーキ。テイクアウトはもちろん、淹れたてのエスプレッ
ソをお楽しみいただけるイートスペース（店内19席、テラス16席）もご用意して
おります。ホテルの中を通らず、気軽に立ち寄ることができるベーカリー＆カ
フェです。

￥800
Melon soda float 
クリームソーダ

懐かしく良き時間を想い出す、メロン色の一杯。
シュワシュワとのどを通る心地よい感覚をお楽しみください。

Cake Set

おすすめドリンクRecommended

ブレンド（ホット／アイス）

カフェオレ（ホット／アイス）

カプチーノ（ホット／アイス）

カフェラテ（ホット／アイス）

エスプレッソ（ダブル）

Blend (Hot or Iced)

Café au Lait (Hot or Iced)

Café au Lait (Hot or Iced)

Caffe Latte (Hot or Iced)

Espresso (Double)

￥570

￥570

￥570

￥570

￥620

Coffee コーヒー Soft Drink ソフトドリンク

Tea 紅茶

ダージリン（ホット／アイス）

アップル（ホット）

アッサム（ホット）

Darjeeling (Hot or Iced)

Apple(Hot)

Assam(Hot)

オレンジジュース

グレープフルーツジュース

アップルジュース

グレープジュース

コーラ

ジンジャーエール

ウーロン茶

ミックスジュース ジャースタイルで

メロンソーダ　

ザクロソーダ

ヴァージンサンライズ（ノンアルコールカクテル）

シャーリーテンプル（ノンアルコールカクテル）

Orange Juice

Grapefruit Juice

Apple Juice

Grape Juice

Cola  

Ginger Ale

Oolong Tea

Mixed Juice Jarstyle

Melon soda

Pomegranate soda

Virgin Sunrise

Shirley Temple

￥510

￥510

￥510

￥510

￥510

￥510

￥510

￥720

￥510

￥510

￥510

￥510

￥570

￥570

￥570

DRINK MENU
ドリンクメニュー

※Prices include taxes.　※All photos are approximate representations.
※料金には、いずれも消費税が含まれております。また、別途サービス料（10％）を申し受けます。　※写真はイメージです。 ※Prices include taxes.　※Details may vary depending upon market availability of items.

※Unless otherwise specified, we use Japanese rice.　※All photos are approximate representations.

※料金には、いずれも消費税が含まれております。また、別途サービス料（10％）を申し受けます。　※仕入れ状況により、内容の一部が変更になる場合がございます。
※特別な表記がない場合、国産米を使用しております。　※写真はイメージです。 

セットメニューSet Menu



※Prices include taxes.　※All photos are approximate representations.
※料金には、いずれも消費税が含まれております。また、別途サービス料（10％）を申し受けます。　※写真はイメージです。 

※Prices include taxes.　※All photos are approximate representations.
※料金には、いずれも消費税が含まれております。また、別途サービス料（10％）を申し受けます。　※写真はイメージです。 

DRINK MENU
ドリンクメニュー

スパークリングワインSparkring Wine
01.エレタット エル パドルエル ブリュットナチューレ

02.カノーヴァ・ロゼ

03.ニッカ シードルドライ

¥620

¥620

¥620

¥3,670

¥3,670

¥3,670

¥620

¥620

¥620

￥3,670

￥3,670

￥3,670

¥620

¥620

¥620

¥620

￥3,670

￥3,670

￥3,670

￥3,670

ボトル グラス

ボトル グラス

ボトル グラス

ボトル グラス

ロゼワインRose Wine
04.ヴィーニャ アルバリ ロゼ フェリックス ソリス ￥3,670　 ￥620

白ワインWhite Wine
05.ジャコンティ ビアンコ

06.カマレロ シャルドネ

07.ペーター・メルテス トラディション ラインヘッセン アウスレーゼ

【テンプラニーリョ／スペイン／辛口】

【トレビアーノ／イタリア／辛口】　　

【シャルドネ／チリ／辛口】

【ミュラー・トゥルガウ、ケルナー、シルヴァナー/ドイツ／辛口】

赤ワイン Red Wine
09.スリー ピラーズ

10.ロバート・モンダヴィ ウッドブリッジ カベルネ・ソーヴィニヨン

11.ヴィラ ルイーザ キャンティ・DOCG

12.ガストン キュヴェ・プレステージ

【パレリャーダ／スペイン／辛口】

【トレビアーノ アンチェロッタ／イタリア／やや甘口】

【りんご／日本／やや甘口】

Heretat El Padruel l  sparkl ing cava wine

Canova Rosé

Nikka Cider Dry

Giacondi Bianco

Camarero Chardonnay

Peter Mertes Rheinhessen Tradit ion Auslese

【シラーズ／オーストラリア／ミディアムボディ】

【カベルネ・ソーヴィニヨン／アメリカ／ミディアムボディ】

【サンジョベーゼ／イタリア／ミディアムボディ】

【グルナッシュ／フランス／ライト】

Three Pi l lars

Robert Mondavi Woodbridge Cabernet Sauvignon

Armeli Zchianti DOCG

Gaston Cuvée Prestige

Vina Albal i  Rosé Fel ix Sol is

グラス本日のtheLOOP スタッフおすすめワイン・・・スタッフにお声掛けください。
（白、赤、スパークリングワイン）　 ￥510
Wine of the day - The Loop staff recommended wine - please ask
(Red, White, Sparkling Wine)

ビールBeer

ウィスキー　Whisky 

バランタイン12年

メーカーズマーク

角

￥720

￥720

￥620

グラス

一合

焼酎Shochu
そば（神楽の舞）

ジャスミン（茉莉花）

梅（貴梅酎）

麦（ピュアブルー）

芋（黒丸）

￥570

¥570

¥620

￥570

￥620

生ビール サントリーモルツ

瓶ビール サントリー ザ・プレミアム・モルツ

ノンアルコールビール（オールフリー）

￥430

￥790

￥990

￥620

S

M

○水割り・オンザロック・ソーダ割り・お湯割りからお選びください。

梅酒Plum wine
南高梅酒

阿波の晩茶梅酒　眉山の舞

￥510

￥570

日本酒Sake
天海山　上撰 ￥720

カクテルCocktail
ジントニック

ジンリッキー

モスコミュール

ソルティドッグ

キューバリブレ

テキーラサンライズ

カルアミルク

マリブピニャコラータ

各￥670

サワーSour high
ピーチ

マンゴー

アセロラ＆ローズヒップ

巨峰

各￥510

DRINK MENU
ドリンクメニュー

約50種もの原酒を駆使しブレンドした会心作。
円やかで深いコク、冷たくても香り立つ、華やかでフルーティーな香りが特徴

手間ひまを惜しまぬ独自の製法でつくられています。
ふくよかで絹のようになめらかな味わいで、柔らかな甘みが特長です。

甘やかな香り、厚みのあるまろやかなコクが特徴です。

Gin Tonic

Gin Rickey

Moscow Mule

Salty Dog

Cuba l ibre

Tequi la Sunrise

Kahlua Milk

Malibu Pina Colada

Peach

Mango

Acerola & Rose Hip

Gigantic peak

Nankō  Plum Wine

Awano Banchaumeshu - Bizannomai Plum Wine

Tenkaisan Superior sake

Please select style: mixed with water, on the rocks, 
with white soda, mixed with hot water

○水割り・オンザロック・ハイボールからお選びください。
Chose from: with water, on the rocks, highball

Bal lantine's 12Y

Suntry Maker’s Mark

Suntry Kaku

Draft beer - Suntory Malts

Bottled beer - Suntory The Premium Malt

Non-Alcohol ic Beer / Suntory ALL-FREE

Soba Shōchū  (Kanrakunomai)

Jasmine Shōchū  - Matsurika

Plum Shōchū  - Kibaichū

Pure Blue - Wheat Shōchū

Potato Shōchū  - Black Circle


