
 

　　　　　　　　　　　　　　　　何故って、それはここがオーベルジュだからです。”

　      　提供時間 12:00～L.O22:00        

　        ※17:00～21:00　　お時間を頂くこともございますのでご了承くださいませ。

　            　It will take more time than usual during dinner time.

Menu Bistrot

Room Service

　　”アルカナ イズではルームサービスにも一切の妥協はありません。

                                                              



 Food Menu

   熟成シャルキュトリー盛り合わせ ¥2,500

      Assorted charcuterie

　　 生ハム、サラミ、チョリソー他

   フリットミスト　～伊豆の海～ ¥1,800
      Assorted fried sea food 

     地のり入りタルタルソース

     　　　 　　　　　　　　　　　

   山盛りフレンチフライポテト ¥1,000
      Heaping french fries with  ketchup and mayonnaise

　　 ケチャップ＆マヨネーズ

   完熟チーズ　　5種盛り合わせ ¥3,000
      5 kinds of assorted cheese　

   ミックスナッツ＆ドライフルーツ ¥800
      Mixed nuts & Dry Fruits

   やさしいあいすくりーむ　 ・バニラ　・チョコ　・苺 ¥400
      Local ice cream cup ( ・Vanilla  ・Chocolate  ・Strawberry )

       地元素材無添加カップアイス

   

                                                              



　　　　

 Food Menu 

   キャビアの冷製カッペリーニ　　 ¥5,000
      Capellini with fresh caviar, vodka

   arcana クラブハウスサンド ¥2,000
      Clubhouse sandwich ～bacon, egg, tomato, cheese～

        BLTスタイル

   パレット ド レギューム ¥1,300
      Fresh vegetables with miso paste flavored "WASABI"

    生野菜とわさび味噌ディップ

   チーズたっぷり、シーザーサラダ ¥1,500
      Caesar salad with homemade bacon, parmesan cheese

   arcana バーガー　 単品 single ¥1,500
 　  　“arcana” burger セット   set ¥2,500

   フィレオ 金目 バーガー　
　  　“KINMEDAI” fish burger

　　　　※セットにはポテトとドリンクをお付けいたします

      　※The burger set including drinks and potato.）

　　　　(　・生ビール　・静岡茶コーラ　・ロイヤルブルーティー　)

　　　　(　・Draft beer　・Local tea flavour cola　・Royal blue tea　)

                                                              



 Food Menu  　

   パスタ 　Pasta ¥2,500

    ＊自家製トマトソースとベーコンのパスタ
      Homemade tomato sauce and bacon pasta

    ＊３種のきのこクリームパスタ
      Cream sauce pasta with 3 kinds of mushrooms

    ＊緑野菜のペペロンチーノ
      Peperoncino with green vegetables 

    ＊伊豆牛のボロネーゼ　　
      Bolognaise made of local "IZU"beef

　　　パスタにはサラダをお付けいたします。

           　　　    All pasta have salad on the side.  

   天城軍鶏親子丼 （わかめスープ付） ¥2,500
      Local  "AMAGI"chicken and Egg rice bowl and soup

   富士金華豚炙りチャーシュー丼　（わかめスープ付） ¥2,500
      Broiled local ”Fuji Kinka pork” bowl and soup

　   　温泉たまご添え

   伊豆牛のカレーライス　（サラダ付） ¥2,200
      Local  "IZU" beef curry rice and salad on the side

     旬の野菜トッピング (Seasonal vegetables topping)　　　　　　　      　　 　　　   　+￥500

                                                              



 Food Menu

   おにぎり　2コセット ¥1,000
      Rice balls ～ local "IZU" ume, laver paste flavored "WASABI" ～

      月ヶ瀬梅・わさびのり 

   あおさ海苔のお味噌汁 1人前 (1 serving) ¥500
      Miso soup with laver 2人前 (2 servings) ¥900

以下のメニューは12:00～L.O 27:00

You can order until 3am

　　　　　　　　満足するメニュー。たとえお腹いっぱいでも・・・

   伊豆生一本うどん　きつね添え　　 ¥1,200
      Hot wheat noodles topped with fried tofu

   特製カレーうどん　　 ¥1,500
      Udon noodles in a hot, thick curry soup

   西伊豆名物　塩かつおのお茶漬け　　 ¥1,200
      Salted bonito ”Ochazuke”( rice in hot japanese soup stock )

   歌子さんのTKG ¥1,200
      Utako’ｓ　fresh  ｒaw egg over rice ¥1,500
       天城たまごの里、平飼い健康卵

   卵2ヶ（double）

             　　       卵1ヶ（single）

                                                              


