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 Lounge Lunch

All prices are subject to consumption tax.
料金には消費税を加算させていただきます。

11:30～15:00 (L.O.14:30)

Please select your favorite 2 dishes under items
~ 下の 5種からお好きなものを 2つお選びください ~

Set Meal

Seasonal Vegetables beautiful Salad　　　1600　

季節野菜のビューティーサラダ

Soup
スープ

Bread
パン

Rice
ライス

Mini Salad
ミニサラダ

Mini Dessert
ミニデザート

You’ re able to choose additional dishes by 300 yen (bread, rice 200yen) too.
上記の各皿、+300 円で追加もできます（パン、ライスは 200 円）

Cafe +250yen
カフェ

Grilled Local Chicken “Tsugaru-dori”　　　1800　

津軽鶏のグリル

THE  Hamburg Staek, rich demi-glace sauce　　　2000　

ザ・ハンバーグ　特製デミグラスソース

Sautéed Caught Fish with herbs　　1900　

本日の鮮魚　ハーブソテー

Roasted Pork “Yamagata-Buta”　　　1800　

山形豚のロースト

MOON Lounge Lunch

Coffee (Iced or Hot) / Black Tea (Iced or Hot) / Herbal Tea (Hot)

コーヒー（アイス or ホット）/紅茶（アイス or ホット）/ハーブティー ( ホット）



All prices are subject to consumption tax.

・BEAUTY SALAD 
ビューティーサラダ

￥1,600

・THE MOON Burger with Fried Potato
ザ・ムーンバーガー フライドポテト付き

￥2,400

11:30～15:00 (L.O.14:30)

THE MOON Lounge
Weekend Lunch Menu

メインディッシュとドリンクをそれぞれお選びいただけるセットです。

Option 下記の価格でメニューにお付けできます。

Soup
スープ + Mini Salad

ミニサラダ + Bread or Rice
パンまたはライス + ＊Main Dish

メインディッシュ + ＊Drink
ドリンク

Coffee (Iced or Hot)  /  Black Tea (Iced or Hot)  /  Herbal Tea (Hot)
コーヒー( アイスor ホット） /  紅茶 ( アイスor ホット）  /  ハーブティー ( ホット）

＊セットドリンク（1 つお選びください） Please choose one from Set Drink. 

＊選べるメインディッシュ（1 品お選びください） Please choose one from  Main Dish.

・The Hamburg Steak ～rich demi-glace sauce～

・Grilled Japanese Chicken "Tsugaru-dori"
ザ・ハンバーグ　特製デミグラスソース

津軽鶏のグリル　～レモン醤油～

・Sauteed Fish with herbs

・Angus Beef Steak  150g
本日の鮮魚　ハーブソテー

アンガス牛のステーキ 
＋￥400

￥2,600THE MOON SET

A LA CARTE

料金には消費税を加算させていただきます。

￥3,500

限定 20食＊Sale 20dishes only.

THE MOON COMBO
ザ・ムーン コンボ

The Hamburg Steak Burger & Angus Beef Steak 150g
ザ・ハンバーグ ハンバーガー & アンガス牛のステーキ

・Mini Dessert
ミニデザート

+￥300

・Glass of Sparkling wine
グラススパークリングワイン

・Draft Beer
生ビール

+￥800

・Free flow 75min. system (Sparkling wine / White wine / Red wine / Beer / Gin Tonic / Whisky with soda)
フリーフロー 75 分制（スパークリングワイン / 白ワイン / 赤ワイン / ビール / ジントニック / ハイボール）

+￥2,000
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