


アボカドと
豆腐のなめらか
ディップ

シャルキュトリー
3種盛り合わせ

ロングソーセージ

パテドカンパーニュと
ビーツのサラダ仕立て

STARTER

黒トリュフ風味のポテトチップス

スパイシー フライドポテト

（税込 ¥418）

（税込 ¥583）

Black truffle flavored poteto chips

Spicy French Fries

¥380 

¥530 

シャルキュトリー 3種盛り合わせ

チーズ 3種盛り合わせ

パテドカンパーニュとビーツのサラダ仕立て

ロングソーセージ

3 kind of  charcuterie

3 kind of  cheese

Pate de champagne and cumin beets

Long sausage

¥580 

¥580 

¥630 

¥980 

（税込 ¥638）

（税込 ¥638）

（税込 ¥693）

（税込 ¥1,078）

アボカドと豆腐のなめらかディップ
Avocado and tofu smooth dip 
with flat  bread

¥530 （税込 ¥583）
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ロイヤル
ガーデン
サラダ 
”グルマン”

真鯛の
カルパッチョ

海老とアンチョビのアヒージョ

真鯛のカルパッチョ

（税込 ¥858）

（税込 ¥1,188）

Ajil lo of  shrimp and anchovy

Corpaccio of  red sea bream

¥780 

¥1,080 

ロイヤルガーデンサラダ ”グルマン”
（税込 ¥1,628）Royal  Garden salad "Gourmandise" ¥1,480 

Classic caesar salad Full

Half

クラシックシーザーサラダ
（税込 ¥1,078）
（税込 ¥638）

¥980 
¥580 

Avocado and tomato

アボカドとトマト
（税込 ¥858）¥780 

ムール貝
ココット蒸し 
バゲット添え

クラシック
シーザーサラダ

ムール貝ココット蒸し バゲット添え
Steamed mussels  in a cocotte 
with baguette

¥1,480 （税込 ¥1,628）
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ハーブ鶏のロースト  クラフトコーラソース ワイルドライス添え

（税込 ¥2,508）

Roasted herb chicken with craft  cola sauce with wild r ice

¥2,280

ワンポンドスペアリブ リンゴのキャラメルロースト添え

（税込 ¥3,278）

1 lb spareribs with savory roasted apple

¥2,980
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帆立のフランと
マッシュルーム
スープ

SOUP/BREAD

帆立のフランとマッシュルームスープ

オニオングラタンスープ

バゲット・カンパーニュ

（税込 ¥1,078）

（税込 ¥583）

（税込 ¥418）

Scallop flan and mushroom soup

Onion gratain soup

Baguette and campagne

¥980 

¥530 

¥380 

SET MENU

A. オニオングラタンスープ・ライス or ブレッド・ドリンク

B. 本日のスープ・ライス or ブレッド・ドリンク

C. ミニサラダ・ドリンク

（税込 ¥858）

（税込 ¥748）

（税込 ¥638）

¥780 

¥680 

¥580 

ロースト野菜とビーフ 100％ハンバーグ

（税込 ¥1,628）

Roasted vegetables and hamburger steak

¥1,480

”アンガスビーフ”サーロインステーキ

（税込 ¥2,838）

Gril led "Angus beef"  steak soy and butter  sauce

¥2,580

真鯛のグリル

（税込 ¥1,848）

Gril led red sea bream

¥1,680
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※当店の米類は国内産を使用しております。

※セットメニューのみの販売はできません。



ROYAL CLASSIC

コスモドリア

ジャワビーフカレー

（税込 ¥1,133）

（税込 ¥1,188）

Cosmopoli tan doria

Beef java curry

¥1,030 

¥1,080

PASTA / PIZZA

スパゲティ.チキンときのこのペペロンチーノ

スパゲティ . ペスカトーレ

（税込 ¥1,408）

（税込 ¥1,518）

Spaghetti with garlic oil 
and chili pepper

¥1,280

¥1,380

ピッツァ　マルゲリータ

海老と九条ネギの塩焼きそば

（税込 ¥1,408）

（税込 ¥1,408）

Pizza margherita

Solt  fr ied noodles

¥1,280

¥1,280

KID'S MENU　

キッズプレート〈オレンジジュース（濃縮還元）付〉 

キッズカレー〈オレンジジュース（濃縮還元）付〉 

（税込 ¥693）

（税込 ¥583）

Kid's  plate

Kid's  curry

¥630 

¥530 

キッズポテト

（税込 ¥308）

Kid's  poteto

¥280 

キッズコーンスープ

（税込 ¥308）

Kid's  corn soup

¥280 

キッズオレンジ（濃縮還元） 

（税込 ¥220）

Kid's  orange

¥200 

キッズプレート

Spaghett i  Pescatore

2022.5.ak
※当店の米類は国内産を使用しております。



BOATHOUSEホットケーキ
（税込 ¥858）”BOATHOUSE" Hotcake ¥780

チョコレートブラウニー
（税込 ¥748）Chocolate brownie ¥680

ティラミス
（税込 ¥748）Tiramisu ¥680

アップルパイ
（税込 ¥968）Apple pie ¥880

紅茶のシフォンケーキ
（税込 ¥748）Tea chiffon cake ¥680

塩キャラメルアイスと
バニラアイスクリーム

（税込 ¥583）
Salty caramel ice and vanil la  ice cream

¥530

DESSERT
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