
 

 

 Salads 
 
         JPY 

フォルク サラダ          
FOLK Salad                                                                                
ミックスリーフ、ニンジン、ラディシュ、玉ねぎ、サツマイモ 

Mixed leaf, carrot, radish, onion, sweet potato      1,100 

           
 

チキンベーコンサラダ                                                                    
Chicken and bacon salad 
ミックスリーフ、チキン、ベーコン、グリーンオニオン、パプリカ、チェリートマト、 

ランチドレッシング、アマニシード     

Mixed leaf, chicken, bacon, green onion, capsicum, cherry tomato, ranch dressing, flaxseeds  2,200 
 
ローストビーフサラダ                                                                  

Roast beef salad 
ミックスリーフ、卵、ローストビーフ、グリーンビーン、ラディシュ、チェリートマト、 

パルメザン、アンチョビドレッシング、フォカッチャ 

Mixed leaf, egg, roast beef, green bean, red radish, cherry tomato,  
parmesan, anchovy dressing, focaccia      2,300                                                      
 
シュリンプブロッコリーサラダ                                                                                                                                                                          

Shrimp broccoli salad                                                                       
海老、ブロッコリー、アボカド、レタス、レモンマヨネーズ                                               

Shrimp, broccoli, avocado, lettuce, lemon mayonnaise     2,000     
                                                                                                                
ギリシャ風サラダ                                                                                                                     
Greek salad  
キュウリ、パプリカ、トマト、カラマタオリーブ、フェタチーズ、レモンオリーブオイルヴィネグレット、 

オレガノ 

Cucumber, capsicum, tomatoes, kalamata olives, feta cheese, lemon olive oil vinaigrette, oregano 2,000 
 
 
スモークサーモン ポテトエッグサラダ                                                                                                                   
Smoked salmon potato egg salad 
ミックスグリーン、スモークサーモン，ポテト、粒マスタード ビネグレット、ケッパー 

Mix garden green, smoked salmon, potato, grain mustard vinaigrette, capers   2,500 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

上記料金には、税金とサービス料が加算されます。 

当ホテルでは国産米を使用しております。メニュー内容は、仕入れ状況により変更の場合がございますのでご了承ください。 

食物アレルギーなど、お食事に特別なご要望があるお客様はスタッフまでお申し付けください。 

Prices are subject to service charge and tax.  
Rice served is a product of Japan. If you have any special dietary needs or food allergies, please let us know.  
Please note that menus may be subject to change due to market availability. 



 
 
 

Sandwiches 

         JPY 

フォルク バーガー                                                                                                                         
FOLK Burger 
バンズ、ビーフパティ、チェダーチーズ、トマト、レタス、レッドオニオン、ピクルス、マヨネーズ                                       

Buns, Beef patty, cheddar cheese, tomato, lettuce, red onion, pickles, mayonnaise  2,800                                                               
 
フォルク クラブ サンドイッチ 
FOLK Club sandwich  
トマト、グリルチキン、アボカド、ベーコン、レタス、卵、マヨネーズ 

Tomato, grilled chicken breast, avocado, bacon, lettuce, eggs, mayonnaise   2,700   
 

カツサンド  

Katsu Sand (Pork cutlet)  
食パン、ポークカツ、豚カツソース、コールスロー、マヨネーズ 

Pain de mie, pork cutlet, tonkatsu sauce, cabbage coleslaw, mayonnaise   1,300 

 
 

グリルチキン 照り焼きサンド   

Grilled chicken teriyaki 
ピタパン、チキン、オニオン、レタス、ピクルス、ピクルスソース 

Pita bread, chicken, onion, lettuce, pickles, pickles sauce     1,200 

 

パニーニ  ラム ＆ ポークソーセージ 
Panini, lamb and pork sausage 
パニーニ、ラムポークソーセージ、唐辛子ペースト                                                                                                                                

Panini, lamb and pork sausage, harissa      1,300 

 
 

イタリアンオムレツのクロワッサンサンド     
Frittata egg croissant   
クロワッサン、レタス、茄子ラタトゥユ、ベジタブルエッグオムレツ 

Croissant, lettuce, eggplant ratatouille, vegetable egg omelet    1,600 

 
 
フォカッチャサンド スモークサーモン ワカモーレ    
Focaccia smoked salmon guacamole                                
サンドライトマト、フォカッチャ、スモークサーモン、ワカモーレ 

Sun dried tomato, focaccia, smoked salmon, guacamole     1,900 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

上記料金には、税金とサービス料が加算されます。 

当ホテルでは国産米を使用しております。メニュー内容は、仕入れ状況により変更の場合がございますのでご了承ください。 

食物アレルギーなど、お食事に特別なご要望があるお客様はスタッフまでお申し付けください。 

Prices are subject to service charge and tax.  
Rice served is a product of Japan. If you have any special dietary needs or food allergies, please let us know.  
Please note that menus may be subject to change due to market availability. 



 

 

Main Course 
                                                         
 

         JPY                                                                                                    
 

ビーフカレー         
Japanese beef curry       2,900  
 
ポークチョップラーメン                                                                                                   

Pork chop ramen         
豚、麺、もやし、煮卵、メンマ 

Pork, noodle, sprout, braised egg, bamboo shoot     1,600                                     
 
チキンカレーラーメン 

Chicken curry ramen         
チキンもも肉、ポテト、ニンジン、ネギ、麺 

Chicken leg, potato, carrot, spring onion, noodle     1,500  
 
スパゲティー ボロネーゼ   

Spaghetti bolognese        
スパゲティー、ミートソース、パルメザンチーズ、チェリートマト、ガーリックブレッド 

Spaghetti, meat ragôut, parmesan cheese, cherry tomato, garlic bread   2,100 

 
スパゲティー ペスカトーレ 
Spaghetti pescatora 
スパゲティー、海老、イカ、ムール貝、トマトソース、ガーリックブレッド 

Spaghetti, shrimp, squid, mussel, tomato sauce, garlic bread    2,500 

 

ブラックアンガスフィレ１８０gグリル 

Grilled black angus beef filet 180g    
ブラックアンガスビーフフィレ、トマト、ほうれん草、フレンチフライ、ベアルネーズ 

Black angus beef filet, tomato, sautéed spinach, french fries, béarnaise sauce   4,500  
 
ミックス コールドカット 

Mixed charcuterie (Cold Cut & Cheese)   
コッパ、生ハム、モルタデラ、バケット、オリーブ、タレッジオ、パルメザンチーズ、コンディメント 

Coppa, prosciutto, mortadella, baguette, olive, taleggio, parmesan cheese, condiments  2,500 

 
 
   

上記料金には、税金とサービス料が加算されます。 

当ホテルでは国産米を使用しております。メニュー内容は、仕入れ状況により変更の場合がございますのでご了承ください。 

食物アレルギーなど、お食事に特別なご要望があるお客様はスタッフまでお申し付けください。 

Prices are subject to service charge and tax.  
Rice served is a product of Japan. If you have any special dietary needs or food allergies, please let us know.  
Please note that menus may be subject to change due to market availability. 



 

 

Dessert 
 
                                                                                             
           JPY 
 

チョコレートケーキ、バニラクリーム添え      

Chocolate cake, vanilla cream      1,300 

 
ベークドチーズケーキ、コーヒークリーム添え      

Baked cheesecake, coffee cream       1,300 

 

パイナップルとラムレーズンのムース 

Pineapple and rum raisin mousse      1,300 

 

スライスフルーツ取り合わせ 

Assorted sliced fruits       1,300 
 

各種アイスクリームとシャーベット取り合わせ 

Assorted ice creams and sorbets      1,300 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記料金には、税金とサービス料が加算されます。 

当ホテルでは国産米を使用しております。メニュー内容は、仕入れ状況により変更の場合がございますのでご了承ください。 

食物アレルギーなど、お食事に特別なご要望があるお客様はスタッフまでお申し付けください。 

Prices are subject to service charge and tax.  
Rice served is a product of Japan. If you have any special dietary needs or food allergies, please let us know.  
Please note that menus may be subject to change due to market availability. 


