カフェ・ド・パリ

Café de Paris

立 川ワシントンホテル ３F
ランチ営 業 時 間 11 3 0 〜 15 0 0（ ラストオーダー 14 15 ）
T E L 0 42- 526 - 6 6 6 6 ／電 話 受 付 時 間 11 0 0 〜 18 3 0
定休日 日 ・ 月

公 式 インスタグラム

Lunch MENU
French Plate

フレンチプレート

Lamb leg navarin ￥1,650 仔羊もも肉のナヴァラン
Beef shank stewed with coconut milk and curry spice ￥1,650 牛すね肉のココナッツミルク煮込み
Pork butt conﬁt with mustard mayonnaise ￥1,450 豚肩ロース肉のコンフィー
Tuna cheek poêle with creamy mushroom sauce ￥1,450 マグロほほ肉のポワレ

カレースパイス

マスタードマヨネーズ添え

きのこクリームソース

Hamburg steak, grated radish and green shiso leaf ￥1,200 和風おろしハンバーグ
Hamburg steak, Japanese style demi-glace sauce ￥1,100 きざみ玉ねぎとデミグラスのハンバーグ
Set Menu
Main dish

メイン料理

Three kinds of appetizers

本日のオードブル

Soup

本日のミニスープ

Fresh green salad

彩り野菜のサラダ

Bread or rice

パン ／ ライス

Coﬀee or Tea

コーヒー ／ 紅茶

Japanese-style set menu meal

和定食

Simmered red bream set meal ￥1,450 金目鯛の煮付け定食

Grilled ginger pork set meal ￥1,450 厚切り豚ロース肉の生姜焼きソースがけ定食
Set Menu
Main dish

Side dishes
Miso soup
Rice

Chilled tofu

Dried seaweed
Coﬀee or Tea

メイン料理
和惣菜

5品

具だくさんの味噌汁
ごはん「山形県産 つや姫」
冷奴
海苔
わらび餅

黒蜜がけ

コーヒー ／ 紅茶

Sandwich Plate

サンドウィッチプレート

Grilled pastrami and mozzarella sandwich plate ￥1,350 ペッパービーフとモッツアレラのホットサンド
Set Menu
Sandwich

ホットサンド

French fries

フライドポテト

Fresh green salad

彩り野菜のサラダ

Soup

本日のスープ

Coﬀee or Tea

French Toast Plate

コーヒー ／ 紅茶

フレンチトーストプレート

Fluﬀy and crispy chiﬀon French toast ￥1,300 まるごとシフォンケーキのカリふわフレンチトースト

Set Menu
Whole chiﬀon French toast
Cercle-style assorted fruits

Mascarpone whipped cream
Vanilla ice cream
~Sauce~

Homemade mixed berry sauce
Maple syrup

Caramel sauce

Crème anglaise

Chocolate sauce
Coﬀee or Tea

フレンチトースト
彩りフルーツのセルクル仕立て
マスカルポーネホイップ
バニラアイス
〜ソース〜
自家製ベリーミックスソース
メープルシロップ
キャラメルソース
アングレーズソース
チョコレートソース
コーヒー ／ 紅茶

Dessert

デザート

Praline eclair ￥400 プラリネエクレール
Tarte tatin ￥400 タルトタタン
Gateau roule au chocolat ￥400 ショコラロール

食物アレルギーをお持ちのお客様は事前にスタッフまでご相談ください。

If you have a food allergy, please let us know prior to order.

すべて税込み価格となっております。

Prices Including Tax.

