


Lunch Buffet
ランチビュッフェ

ビスポーク会員様特典 平日はフリータイム（時間制限なし）
No Time Limits

11：30～14：30 ［内90分 for 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
Selections of Breads, Desserts, Fruits and Soft Drinks

¥1,700フリードリンク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メニューリスト記載の、ワイン（白、赤、ロゼ、スパークリング）、ウィスキー、焼酎、梅酒、
ビール、ハイボール、カクテル、サワーをお好きなだけお飲みいただけます。

メニューリスト記載の、ワイン（白、赤、ロゼ、スパークリング）をお好きなだけ
お飲みいただけます。

￥1,200ワインバイキング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

All you can drink (for 90 minutes)

Free drinks Wine Course

Weekday Special Benefit for Members

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

¥3,200 ¥2,900 ¥1,600 ¥1,100
Elementary大 人

平日料金

シニア 小学生 幼 児Adult Senior Young Children

¥3,500 ¥3,200 ¥1,600 ¥1,100土・日・祝日料金

Entry at 11：00 or 13：00 for 90 minutes respectively

飲み放題（90分）

All-you-can-drink (e.g.) Wines (White, Red, Rose and Sparkling), 
Whisky,Sho-Cyu, Ume-Syu, Beer, Whisky Soda etc. listed on the menu

All-you-can-drink (e.g.) 
Wines (White, Red, Rose and Sparkling) only

こんがり香ばしいグリル・オーブン料理
炙りローストポーク　
ラザーニャ
湯気立ち昇る煮炊き料理
海の幸のブイヤベース
牛肉のしゃぶしゃぶ
鰤かまのトマト煮込み
そぼろ大根
さつま芋の生姜オレンジ煮
豚ばら肉と白菜のクリーム煮
鶏肉と茸のアヒージョ
茸とごぼうのスープ
豚南蛮そば
高温で仕上げる蒸し・炒めもの
麻婆豆腐
小龍包
海老とブロッコリーのスパイシー炒め
ジャンボオムレツ　チリソース
まだある あったか
中華風ジャスミン茶漬け
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　

Hot Dishes
温製料理

サラダバー
冬野菜とアーモンドのサラダ
わかさぎのエスカベッシュ
鰤の炙り　柑橘ヴィネグレット
バーニャカウダ

Salad Bar
サラダバー＆オードブル

とろけるチーズキンパ
さつま芋のぜんざい　

　

Table Service
テーブルサービスメニュー

牛肉とトマトのスパゲティ
シーフードとほうれん草のクリームスパゲティ
ピッツァ　マルゲリータ
明太子ピッツァ

Pizza & Pasta
ピッツァ＆パスタ

寒さが一層深まる真冬には、湯気と香りが演出する美食の“温活”。
こんがり香ばしい焼き物や、湯気が立ちのぼる煮込みなど、心まで温まるあったか熱々メニューが目白押しです。

“ホッ”とあったかビュッフェ

※料金には、サービス料、消費税が含まれております。  ※シニア：65歳以上、幼児：4歳～未就学児 ※特別な表記がない限り、国産米を使用しております。  ※牛肉はアメリカ産・オーストラリア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。  ※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。  ※写真はイメージです。



※料金には、サービス料、消費税が含まれております。  ※シニア：65歳以上、幼児：4歳～未就学児  ※特別な表記がない限り、国産米を使用しております。  ※牛肉はアメリカ産・オーストラリア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。  ※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。  ※写真はイメージです。



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 for 100 minutes］土・日・祝 Sat. Sun & 
Public Holidays

¥4,800 ￥4,300 ￥2,400 ￥1,400
Elementary大 人 シニア 小学生 幼 児Adult Senior Young Children

パン、デザート各種、フルーツ、ソフトドリンク各種など
Selections of Breads, Desserts, Fruits and Soft Drinks

¥2,000フリードリンク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メニューリスト記載の、ワイン（白、赤、ロゼ、スパークリング）、ウィスキー、焼酎、梅酒、
ビール、ハイボール、カクテル、サワーをお好きなだけお飲みいただけます。

メニューリスト記載の、ワイン（白、赤、ロゼ、スパークリング）をお好きなだけ
お飲みいただけます。

￥1,400ワインバイキング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

All you can drink (for 100 minutes)

Free drinks Wine Course

飲み放題（100分）

All-you-can-drink (e.g.) Wines (White, Red, Rose and Sparkling), 
Whisky,Sho-Cyu, Ume-Syu, Beer, Whisky Soda etc. listed on the menu

All-you-can-drink (e.g.) 
Wines (White, Red, Rose and Sparkling) only

こんがり香ばしいグリル・オーブン料理
炙りローストポーク　
ラザーニャ
湯気立ち昇る煮炊き料理
海の幸のブイヤベース
牛肉のしゃぶしゃぶ
鰤かまのトマト煮込み
そぼろ大根
さつま芋の生姜オレンジ煮
豚ばら肉と白菜のクリーム煮
鶏肉と茸のアヒージョ
茸とごぼうのスープ
豚南蛮そば
高温で仕上げる蒸し・炒めもの
麻婆豆腐
小龍包
海老とブロッコリーのスパイシー炒め
ジャンボオムレツ　チリソース
まだある あったか
中華風ジャスミン茶漬け
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　

Hot Dishes
温製料理

Salad Bar
サラダバー＆オードブル

帆立貝のグラタン
とろけるチーズキンパ
さつま芋のぜんざい

Table Service
テーブルサービスメニュー

寿司
ボイルド蟹
牛肉の鉄板焼き

Weekend & Holiday Specials
土日祝限定ディナーメニュー

Pizza & Pasta
ピッツァ＆パスタ

※料金には、サービス料、消費税が含まれております。  ※シニア：65歳以上、幼児：4歳～未就学児  ※特別な表記がない限り、国産米を使用しております。  ※牛肉はアメリカ産・オーストラリア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。  ※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。  ※写真はイメージです

寒さが一層深まる真冬には、湯気と香りが演出する美食の“温活”。
こんがり香ばしい焼き物や、湯気が立ちのぼる煮込みなど、心まで温まるあったか熱々メニューが目白押しです。

“ホッ”とあったかビュッフェ

サラダバー
冬野菜とアーモンドのサラダ
わかさぎのエスカベッシュ
鰤の炙り　柑橘ヴィネグレット
バーニャカウダ

牛肉とトマトのスパゲティ
シーフードとほうれん草のクリームスパゲティ
ピッツァ　マルゲリータ
明太子ピッツァ



※料金には、サービス料、消費税が含まれております。  ※シニア：65歳以上、幼児：4歳～未就学児  ※特別な表記がない限り、国産米を使用しております。  ※牛肉はアメリカ産・オーストラリア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。  ※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。  ※写真はイメージです。



¥1,600

※料金には、サービス料、消費税が含まれております。  ※特別な表記がない限り、国産米を使用しております。  ※牛肉はカナダ産・オーストラリア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。  ※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。  ※写真はイメージです。

¥1,300



1.10（火）～2.28（火） 14：00～17：00（L.O.16：00）

3段のティースタンドに可愛らしく盛り付けたスイーツやセイボリーを、ロンネフェルト社の香り高い紅茶とともに。
苺の品種食べくらべもお楽しみください。スイーツと紅茶はお代わり自由です。

さらに老舗メゾンの本格シャンパン ”モエ・エ・シャンドン・ブリュット”で優雅なひとときを。

クロテッドクリームとコンフィチュール
◎苺とスイーツ（スフレショコラ以外）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。

●モエ・エ・シャンドン ブリュット（フランス・シャンパーニュ）
　1743年の創業以来、成功とエレガンスの象徴として世界中で愛され続けるモエ・エ・シャンドン。
※シャンパンは別料金でのご用意となります。

～いちごとスイーツをお好きなだけ～
AFTERNOON TEA

１名様 ¥4,800 （グラスシャンパン無し）１名様 ¥6,300 （グラスシャンパン付き）

数量
限定

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。

・ダージリンサマーゴールド・・・・・・・・・・・・・・・・ 夏の時期に収獲されたダージリン。香り・味わいがしっかりとした特徴
・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）

ショコラアフタヌーンティー

スイーツ
ホワイトチョコとベリーのスフレチーズケーキ、トロピカルショコラタルト、
チョコとキャラメルのシュークリーム、
チェリーとピスタチオのチョコレートケーキ、ショコラオランジュ
　

1段目

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
2段目

シェフズセイボリー
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、
冬野菜とアーモンドのサラダ、鰤の炙り 柑橘ヴィネグレット、
わかさぎのエスカベッシュ、チキンフリット

3段目

●苺の食べくらべ
●はじまりの一皿

※料金には、サービス料、消費税が含まれております。  ※特別な表記がない限り、国産米を使用しております。  ※牛肉はアメリカ産・オーストラリア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。  ※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。  ※写真はイメージです。

スフレショコラ



￥1,100 
Cake and drink(coffee or tea)

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。

Cake Set

各 ¥400 
セットメニューSet Menu

¥1,000

¥1,100

¥1,100

※料金には、サービス料、消費税が含まれております。  ※特別な表記がない限り、国産米を使用しております。  ※牛肉はカナダ産・オーストラリア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。  ※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。  ※写真はイメージです。



DRINK MENU
ドリンクメニュー

¥880
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。

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)

¥630

¥630

¥630

¥630

¥680

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

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

Melon soda

Pomegranate soda

Virgin Sunrise

Shirley Temple

¥560

¥560

¥560

¥560

¥560

¥560

¥560

¥800

¥560

¥560

¥560

¥560

¥630

¥630

¥630

※料金には、サービス料、消費税が含まれております。  ※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

ペアンリングワイン グラス2種のセット グラスワインで1杯程度（約120ml）Pairing Wine

02.甲州酵母の泡 ［日本 / 山梨県］

03.トスティ モスカート ピンク ［イタリア / ピエモンテ］

04.エレタット エル パドルエル ブリュットナチューレ ［スペイン］

05.ニッカ シードルドライ ［日本］

¥1,250

¥800

¥650

¥650

¥7,200

¥4,600

¥3,700

¥3,700

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
06.ムートン・カデ・ロゼ ［フランス / ボルドー］

07.ヴィーニャ アルバリ ロゼ ［スペイン / バルデペーニャス］

¥1,100

¥550

¥6,300

¥3,300

白ワインWhite Wine
08.ムートン・カデ・ブラン ［フランス / ボルドー］

09.ミッシェル・リンチ ブラン ［フランス/ ボルドー］

10.カマレロ　シャルドネ ［チリ / マウレヴァレー］

赤ワイン Red Wine
11.ムートン・カデ・ルージュ ［フランス / ボルドー］

12.ミッシェル・リンチ ルージュ ［フランス / ボルドー］

13.ヴィラ ルイーザ キャンティ・DOCG ［イタリア / トスカーナ］

14.ガストン キュヴェ・プレステージ ［フランス / ボルドー］

¥1,100

¥1,000

¥650

¥550

¥6,300

¥5,800

¥3,700

¥3,300

¥1,100

¥1,000

¥550

¥6,300

¥5,800

¥3,300

ボトル グラスシャンパンChampagne
01.モエ・エ・シャンドン ブリュット ［フランス / シャンパーニュ］ ¥1,900

¥1,000

¥11,000
Moe & Chandon Brut
豊かな酸とミネラルを感じさせるシャルドネの爽やかさが織りなす良好なバランスを存分に楽しめます。   

Koubo Sparkling wine
飲み飽きない優しい口当たりで、料理に寄り添い味を引き立てます。

Mouton Cadet Rose
一級シャトーのエッセンスを受け継いだ華やかなアロマが香る絶品ロゼ。

Vina Albali Rose 
ストロベリーやチェリーのフレッシュな果実味が印象的なロゼワイン。

Mouton Cadet Blanc
格付け一級シャトーが手掛ける、世界で一番愛されるカジュアルなボルドーワイン。

Michel Lynch Blanc
「ミッシェル・リンチ」は、ボルドーというテロワールの豊かさと多様性を十分に反映したワインです。

Camarero Chardonnay
みずみずしいソフトな口当たりでリッチな味わいが心地よく飲み飽きない味わい。

Mouton Cadet Rouge
シャトー・ムートンの血統を受け継ぎ、新たなる時代を築くムートン・カデ。果実の凝縮感を高めたリッチなスタイル。

Michel Lynch Rouge
熟した果実やスパイスの香り、口に含むとなめらかで繊細なタンニンとフレッシュな余韻が楽しめます。

Villa Luisa Chianti DOCG
味わい深いミディアムボディ。軽やかでやわらかいタンニンがなんとも親しみやすいワインです。

Gaston Cuvee Prestige
フルーティーで渋味が少なくソフトな口あたりです。バランスよく飲みやすいタイプに仕上がっています。

Tosti Moscato Pink
フルーティさが魅力で、可愛らしいピンクカラーのチャーミングな甘口スプマンテです。

Heretat El Padruell Sparkling cava wine
程よい酸味と、フレッシュ感あふれる果実味のバランスが素晴らしい辛口です。

Nikka Cider Dry
熱を一切加えていない、こだわりの生シードルなので、リンゴそのもののみずみずしい味わいが楽しめます。

・ムートン・カデ・ブラン ［フランス / ボルドー］
格付け一級シャトーが手掛ける、世界で一番愛される
カジュアルなボルドーワイン。  

・ムートン・カデ・ルージュ ［フランス / ボルドー］
シャトー・ムートンの血統を受け継ぎ、新たなる時代を築くムートン・カデ。
果実の凝縮感を高めたリッチなスタイル。余韻が楽しめます。  

※料金には、サービス料、消費税が含まれております。



ビールBeer

ウィスキー　Whisky 
山崎　NA(ノンエイジ）

山崎12年

白州12年

￥1,000

￥1,700

￥1,700

グラス

180m l

焼酎Shochu
そば（神楽の舞）

ジャスミン（茉莉花）

麦（ピュアブルー）

芋（黒丸）

¥650

¥750

¥650

￥650

SUNTORY　ザ・プレミアム・モルツ
380ml

SUNTORY　ザ・プレミアム・モルツ
240ml

SUNTORY　ザ・プレミアム・モルツ
瓶

ノンアルコールビール
オールフリー

￥950

￥550

￥1,100

￥650

日本酒Sake
八海山（普通酒） ¥1,100

DRINK MENU
ドリンクメニュー

やわらかく華やかな香り、
甘くなめらかな味わいが特徴です。

繊細で上品なテイスト。飲み飽きず、
幾重にも押し寄せる複雑な香味が特徴です。

爽やかな新緑の香りの中に現れるふっくらとした果実味と、
キレのよいフィニッシュをお愉しみください。

カクテルCocktail
ジントニック

モスコミュール

ソルティドッグ

カシスオレンジ

マリブコーラ

ファジーネーブル

ライチオレンジ

テキーラサンライズ

カルアミルク

各￥650
Gin Tonic

Moscow Mule

Solty Dog

Cassis Orange

Malibu Cola

Fuzzy navel

Lychee orange

Tequila Sunrise

Kahlua Milk

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￥650
Peach

Mango

Acerola & Rose Hip

Gigantic peak

Hakkaisan Superior sake

○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 ￥650
Nankō Plum Wine

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

Ｓuntory  Hakusyu 12Y

Ｓuntory Yamazaki 12Y

Ｓuntory  Hakusyu 12Y

Soba Shōchū (Kanrakunomai)

Jasmine Shōchū - Matsurika

Pure Blue - Wheat Shōchū

Potato Shōchū - Black Circle

Draft beer - Suntory The Premiun Malt

Draft beer - Suntory The Premiun Malt

Bottled beer - Suntory The Premium Malt

Non-Alcoholic Beer / Suntory ALL-FREE

※料金には、サービス料、消費税が含まれております。

バランタイン12年

メーカーズマーク

角

￥850

￥900

￥650

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。

厚みのあるまろやかなコクが特徴です。
甘い香りがハイボールと相性抜群。 

○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

Ballantine's 12Y

Ｓuntory Maker’s Mark

Ｓuntory Kaku


