
メインが選べるランチセット

本日のスープ

\2,860 \3,300

オムライス
以下よりソースをお選びください

デミグラス／トマトバジル

コーヒー・紅茶

B
ルシェルおすすめ

A

前菜
カツオのたたきのカルパッチョ

選べるメイン

プチデザート盛り合わせ
または

アップルマンゴーのミニパフェ (+\550)

パスタ
以下よりお選びください

または

本日のスープ

ハンバーグ
以下よりソースをお選びください

コーヒー・紅茶

前菜
カツオのたたきのカルパッチョ

選べるメイン

牛サガリのステーキ
　バーベキューソース (+￥660)

または

パンまたはライス

あぶりボロネーゼ
サーモンクリーム

トマトとバジルの冷製カッペリーニ（+￥220）
ウニのトマトクリーム（+￥550）

デミグラス / トマトソース / 和風香味野菜

プチデザート盛り合わせ
または

アップルマンゴーのミニパフェ (+\550)

A・Bランチ限定　ファーストドリンクセット　　　　　+\550

ロコモコプレート
以下よりソースをお選びください

デミグラス / バーベキュー

または

・ビール ( アサヒスーパードライ・キリン一番搾り・サッポロ黒ラベル・アサヒドライゼロ )
・ハウスワイン ( 赤・白・ロゼ )
・スパークリングワイン ( 白 ) ・ノンアルコールスパーリングワイン ( 白・ロゼ )

・ソフトドリンク

夏メニュー！
夏メニュー！

夏メニュー！

※こちらはライスのみ



Hawaiian
＆

Toropical

２時間制 　　　　￥3,850お一人様 

お一人様 

トロピカルアフタヌーンティー

サラダ・スープセット ＋￥550

３時間制 　　　　￥4,950
サラダ・スープ付き
ソフトドリンクもお選びいただけます。

■スイーツ（全 7 種）
・赤桃と白桃コンポートのゼリー
・桃のショートケーキ
・マンゴーとチョコレートのムース
・トロピカルフルーツのマカロン
・ココナッツのブラマンジェとパッションのソース
・パイナップルのマドレーヌ
・ブルーベリーとヨーグルトのレアチーズタルト
■セイボリー（全 3 種）
・夏野菜のキッシュ・ピンチョス
・クロワッサンサンド
■スコーン（全 2 種）
・マンゴースコーン・プレーンスコーン
クロテッドクリーム、ストロベリージャム、
オレンジジャムを添えて

■お飲み物
コーヒー、紅茶、ハーブティー
よりお好きなものをお選びいた
だけます。

牛サガリのステーキ
バーベキューソース

低温で丁寧に焼き上げ、旨
味を閉じ込めたステーキに
まろやかな酸味と程よい辛
みを合わせた夏らしい一品

ランチセット 2,970 円
パンまたはライス
サラダ・スープ
コーヒーまたは紅茶付き

特製ハンバーグの
ロコモコプレート
(デミグラス /バーベキュー )

ルシェル特製ハンバーグを
ロコモコ風にアレンジ
温泉卵とソースを絡めて
優雅にハワイアン気分を

ランチセット 2,200 円
サラダ・スープ
コーヒーまたは紅茶付き

※写真は 2 名様分でございます

トマトとバジルの
冷製カッペリーニ
生ハム、モッツァレラチー
ズをか飾り付け、トマトと
バジルの酸味が絡み合う冷
製トマトソースパスタ。

ランチセット 2,310 円
サラダ・スープ
コーヒーまたは紅茶付き

100ｇ Summer　Fair



　贅沢スイーツ
宮崎マンゴーパフェ

ひんやりアイス♡

2,200 円

桃のヴェリーヌ

1,100 円

パティシエ特製
桃のシャーベット添え

レモンの
シフォンケーキ

660 円
レモンソース添え

ヨーグルトのブランマンジェやフレッ
シュ白桃のコンポートとゼリー、パティ
シエ特製桃のシャーベットなど、幾層
にも重ねた夏のグラススイーツ

宮崎マンゴーを使用し、マンゴーとココ
ナッツの甘味、パッションの酸味をクラ
ンブルなどの食感とともに絶妙なバラン
スに仕上げた贅沢なスイーツ

さっぱりデザート

880 円

アップルマンゴーの
ミニパフェ

レモンの皮をすり混ぜ、香りを際立た
せたシフォンケーキ。
お好みでレモンソースをかけてお召し
上がりください

食後にぴったりなミニパフェ。
マンゴーやココナッツ、パッションフ
ルーツなど、トロピカルフルーツを使
用したさっぱりデザート



Lunch Set 11:00~14:00

ルシェル特製ハンバーグ ￥2,200
繋ぎや塩にこだわり、牛肉の旨味を閉じ込めた
ルシェル特製ハンバーグ

3 種類のソースよりお選びください
デミグラス・トマトソース・和風香味野菜

やまゆり牛のサーロイングリル
￥4,070

かながわブランドの「やまゆり牛」を
柔らかくジューシーに焼き上げました
3 種類のソースよりお選びください
レフォール・赤ワイン・黒胡椒

ビーフシチュー ￥2,310

赤ワインベースで煮込んだ柔らかなビーフを
煮込み出汁を使った濃厚ソースと共に

100g

パンまたはライス
サラダ・スープ・コーヒーまたは紅茶付き

パンまたはライス
サラダ・スープ・コーヒーまたは紅茶付き

パンまたはライス
サラダ・スープ・コーヒーまたは紅茶付き

ひだまりのレストラン

ルシェル特製オムライス ￥1,870

ふわとろ卵で鶏ひき肉のケチャップライスを
包んだ半熟オムライス

サラダ・スープ・コーヒーまたは紅茶付き

2 種類のソースよりお選びください

デミグラス・トマトバジルソース

お子さまプレート　         ￥1,100
オムライス・ハンバーグ・エビフライ・サラダ・ポテト
くまさんアイス・ジュース（オレンジ /りんご）



ウニのトマトクリーム ￥2,640

サラダ・スープ・コーヒーまたは紅茶付き

あぶりボロネーゼ　 ￥1,980
マスカルポーネチーズとパルミジャーノをかけて
しっかりあぶり、チーズとお肉の香り広がるパスタ

サラダ・スープ・コーヒーまたは紅茶付き

濃厚なウニの風味とトマトの酸味がマッチした贅
沢なパスタ。

Sweets

バニラアイス または シャーベット ( レモン または マンゴーパッション ) ￥330

アフォガード ￥660

ティラミス ￥770

栗のモンブラン ￥660

チーズケーキ ￥880シュークリーム ￥440

Dessert Set Drink +￥550コーヒー、紅茶、アイスコーヒー、アイスティー

サーモンクリーム　 ￥1,980

濃厚なホワイトソースにサーモンとほうれん草。
チーズ香るクリームパスタ

サラダ・スープ・コーヒーまたは紅茶付き

アイス盛り合わせ
選べる２種のアイス (下記５種類から )

￥550

自家製アイス ( 桃のシャーベット または 塩ミルクアイス ) ￥440
※デザートセット対象外

※デザートセット対象外



Drink

紅茶コーヒー

ソフトドリンク

各￥880

各￥550

ブレンド
アメリカン
カフェオレ
エスプレッソ
カプチーノ
アイスコーヒー
アイスカフェオレ

ダージリン
アッサム
アールグレイ
ルバーブベリー
アイスティー

ハーブティー
カモミール
ミント
ルイボスティー

オレンジジュース
りんごジュース
ぶどうジュース
グレープフルーツジュース

ジンジャーエール（甘口・辛口）

コーラ
ウーロン茶

運転される方･未成年の方へのアルコール提供は､固くお断りさせていただきます

（レモン、ミルク）

グラス ボトル

ミネラルウォーター

ペリエ
アクアパンナ

￥660
￥770

ノンアルコールドリンク

ビール アサヒ ドライゼロ ￥770

グラス ￥880
ボトル ￥4,400

スパークリングワイン（白・ロゼ）
デュク・ドゥ・モンターニュ

ビール

アサヒ スーパードライ
サッポロ 黒ラベル
キリン 一番搾り

各￥770

ワイン

ウィスキー

ハウスワイン（赤・白・ロゼ） 　￥770　　￥4,180
おすすめワイン（赤・白）　　　  ￥880　　￥5,280
スパークリングワイン  　￥880　　￥4,400
シャンパン（モエ・エ・シャンドン ハーフ）  　  ￥7,150

ロングジョン ￥660

ストレート / ロック / 水割り / ソーダ割

ジャックダニエル ￥1,045 シーバスリーガル 12 年 ￥1,320


