
コーヒー (ホット ・ アイス ) または紅茶 (ホット ・ アイス )からお選びください。

ハムライス 1,280円 (税込)

チャップスイ 1,280円 (税込)

昭和 36年の東京文化会館開館時からご提供していた、
豊富な具材に野菜の旨味をたっぷり含んだブイヨンベースの
チャップスイです。
起源は諸説あり、料理法や使う食材も地域や店により微妙に
異なりますが 、アメリカに渡った広東料理が現地風にアレンジ
されたものと言われています。

東京文化会館 開館60周年記念 復刻メニュー

ドリンクセット 1,600円 (税込)

東京文化会館開館 60周年を記念し、開業時にご提供していた
「ハムライス」を第 19代総料理長の富田高彦氏が現代風に
アレンジいたしました。焼き目を付けた厚切りハムとバター風味の
ライスがどこか懐かしい味を再現しています。



フランス産チーズとオリーブの盛り合わせ
Assorted French Cheese and Olives / 什锦法国奶酪和橄榄/ 什錦法國奶酪和橄欖

랑스 산 치즈와 올리브 모듬

 1,480円(税込)

スモークサーモンのカルパッチョ仕立て
Smoked Salmon Carpaccio Style / 熏鲑鱼薄片拼盘 / 熏鮭魚薄片拼盤 / 스모크 사몬의 칼 팍쵸

 1,480円(税込)

オードブル
Hors d'oeuvre

チャップスイ
 Chop Suey / 雜碎 / 杂碎 / 찹 수이 1,280円(税込)

東京文化会館フォレスティーユ オリジナル

チャップスイの起源は諸説あり、料理法や使う食材も地域や店により微妙に
異なりますが 、アメリカに渡った広東料理が現地風にアレンジされポピュラー
になったものと言われています。これを当店では、豊富な具材に野菜の旨味
をたっぷり含んだブイヨンベースの洋食として昭和36年の東京文化会館
開館時からご提供いたしております。

スープ・サラダ

Soup,Salad

ポタージュクリームコーンスープ 
Corn Potage Soup / 奶油玉米汤 / 奶油玉米湯 / 크림 옥수수 수프

 780円(税込)

ミックスサラダ
Mixed Salad / 混合色拉 / 믹스 샐러드

 520円(税込)

Fast Menu
劇場開演前 又は お急ぎのお客様にお薦めメニュー

ミックスサンドウイッチ
   Assorted Sandwich / 什锦三明治 / 什錦三明治 / 모듬 샌드위치

 920円(税込)

ビーフカレーライス
   Beef Curry with Rice / 日式牛肉咖喱饭 / 日式牛肉咖哩飯 / 쇠고기 카레라이스

1,280円(税込)

ハヤシライス
  Hayashi Rice / 日式肉丁盖浇饭 / 日式肉丁蓋澆飯 / 하야시 라이스

1,280円(税込)

当店では同じ厨房、調理器具にて、食物アレルギーの原因となる食材（ 卵 、乳 、小麦 、そば 、落花生 、
エビ 、カニ等 ）を調理しており、調理工程も重複しております。また、食器・調理器具の洗浄は同一工程で
行っております。その他、食材の接触等によりアレルギー物質が微量に混入する可能性がございますので、
ご理解の上、ご判断頂きますようお願いいたします。

・写真はイメージです。Products may differ from the photo.

アレルギー：乳、卵、海老

アレルギー：小麦、乳

アレルギー：小麦、乳

アレルギー：小麦、乳

アレルギー：小麦、乳

アレルギー：小麦、乳

アレルギー：卵

・アレルギー物質の情報は特定原材料7品目を表示しております。
Information on allergic substances is shown for seven specific raw materials.
・季節により付け合せの野菜が写真の物と替わることがあります。
Depending on the season, the side vegetables may change from the one in the picture.

フォレスティーユセット
�����円 ( 税込 )

Forestier Set

・冷製 桃のスープ

・帆立貝とカジキのグリエ
ソースピペラード ( 赤いピーマン入り香味野菜のソース )

・仔牛カツレツ　デミクリームソース

・冷製カッペリーニ & サラダ添え

・パンまたはライス

Cold peach soup / 冷桃汤 / 冷桃湯 / 차가운 복숭아 수프

Grilled scallops and swordfish / 烤扇贝和箭鱼 / 烤扇貝和箭魚
가리비와 황새치 구이

Veal cutlet / 小牛炸肉排 / 송아지 커틀렛

Cold capellini with Salad / 冷意大利面和沙拉

차가운 캇뻬 리니와 샐러드

Bread or rice / 面包或米饭 / 麵包或米飯 / 빵 또는 라이스

牛ロースステーキ
シャリアピンソース

Beef Loin Steak Sauce Shalyapin
牛里脊牛排 / 쇠고기 등심 스테이크

2,680円(税込)1,380円(税込)

牛ホホ肉のシチュー
赤ワインソース

2,280円(税込)

Stewed Beef Cheek
炖牛颊肉 / 燉牛頰肉 / 소 볼살 스튜

Beef Hamburg Steak
汉堡牛排 / 漢堡牛排 / 쇠고기 햄버거 스테이크

ビーフハンバーグステーキ

パン または ライス 付き 2,600円(税込) パン または ライス 付き 1,700円(税込) パン または ライス 付き 3,000円(税込)

パン または ライス 付き

Crab Meat Cream Croquettes and Deep-fried Prawns

蟹肉奶油可乐饼和炸虾 / 蟹肉奶油可樂餅和炸蝦

게 크림 고로케와 새우 튀김　  

1,480円(税込)

カニクリームコロッケ
と海老フライ

1,800円(税込)

ふわとろオムライス
　　　　　ハヤシソース

1,480円(税込)

Omelette on Rice with Hayashi Sauce

日式蛋包饭 / 日式蛋包飯 / 오므라이스

魚介と夏野菜の
トマトチーズスパゲティ

1,280円(税込)

seafood and summer vegetables tomato and cheese Spaghetti

海鲜和夏季蔬菜、西红柿和奶酪意大利面

해산물과 여름 야채 토마토와 치즈 스파게티

アレルギー：小麦、卵、乳、海老

アレルギー：小麦

アレルギー：小麦、乳 アレルギー：卵、小麦、乳 アレルギー：小麦、乳

アレルギー：卵、小麦、海老、カニ アレルギー：小麦、乳、海老
アレルギー：卵、小麦、乳

アレルギー：小麦 , 乳

Allergens : Wheat Egg Milk Shrimp

Allergens : Wheat Milk

Allergens : Wheat

アレルギー：小麦 Allergens : Wheat

Allergens : Wheat Milk Allergens : Egg Wheat Milk Allergens : Wheat Milk

Allergens : Wheat Egg Milk Shrimp Crab Allergens : Wheat Milk Shrimp
Allergens : Egg Wheat Milk

Allergens : Milk Egg Shrimp

Allergens : Wheat Milk

Allergens : Wheat Milk

Allergens : Wheat Milk

Allergens : Wheat Milk

Allergens : Wheat Milk

Allergens : Egg



コーヒー（ホット・アイス）
Hot or Iced Coffee  / 热・冰咖啡 / 핫・아이스 커피

580円(税込)

エスプレッソ
Espresso  / 浓咖啡 / 에스프레소

620円(税込)

ジンジャーエール 
Ginger Ale / 姜汁啤酒 / 진저에일

480円(税込)

ペリエ
Perrier / 佩里耶 / 페리 어

680円(税込)

コカ・コーラ 
Coca-cola / 可口可乐 / 콜라

480円(税込)

100%温州みかんジュース 
Unshu Orange Juice / 橘汁 / 토마토 쥬스

580円(税込)

100%トマトジュース 
Tomato Juice / 番茄汁 / 토마토 쥬스

580円(税込)

リンゴジュース  
Apple Juice / 苹果汁 / 사과 주스

580円(税込)

アイスティー
Iced Tea / 冰茶 / 아이스 티

580円(税込)

カプチーノ
Cappuccino / 卡布奇诺咖啡 / 카푸치노

680円(税込)

カフェラテ（ホット・アイス）
Hot or Iced Cafe Latte / 热・冰咖啡拿铁咖啡 / 핫 ・아이스 카페 라떼

620円(税込)

Soft Drinks・Dessert
お飲物・デザート

メロンソーダ
Melon Soda / 甜瓜苏打水 / 멜론 소다

580円(税込)

コーラフロート
Cola Float / 可乐漂浮 / 콜라 플로트

680円(税込)

今月のアイスクリーム
Ice Cream of this Month / 本月冰淇淋 / 이달의 아이스크림

580円(税込)

バニラアイスクリーム 
Vanilla Ice Cream / 香草冰淇淋 / 바닐라 아이스크림

580円(税込)

ヨーロッパの伝統ある最高級ホテル、ティーショップにも支持された
ロンネフェルト社の紅茶をお楽しみください。

紅茶(各種ポットサーブ）Tea Served with a Pot

クリームソーダ
　Cream Soda
奶油苏打水 /크림 소다            

Coffee Float
冰淇淋咖啡 /커피 플로트            

コーヒーフロート
　

680円(税込) 680円(税込)

各680円(税込)

・イングリッシュ ブレックファースト English Breakfast　ストレート、レモン、ミルクティーに
ウバ・ハイグロウンティーでスリランカ産紅茶。適時に摘み取られてまろやかで深いコクがあります。 

・アッサム バリ Assam Bali　ストレートティー、ミルクティーに
最高の香りを生じる時に収穫されたアッサム茶のセカンドフラッシュ。スパイシーでモルティーな味わい。

Decaffeinated Tea

・ウェルネス Wellness（ ルイボス、アニス、フェンネル、オレンジピール、レモングラス ）

カフェインレスティー

・フルーティーカモミール Fruity Chamomile  （ カモミールの花、オレンジの花 ）

卡布奇�咖啡

お飲み物とスイーツを 1つずつお選びください

宝石のようにつややかに彩る3種のベリー
（ラズベリー・クランベリー・ブルーベリー）を使用したタルトです。

3種ベリーのカシスタルト

フォレスティーユ精養軒自家製のプリン。懐かしの味を
ぜひご堪能ください。

紅茶に近い東方美人茶のシロップと、もちもちとしたタピオカを添えました。

チーズ風味のクリームと相性の良い柔らかなスポンジ
のロールケーキです。

杏仁豆腐

自家製プリン

フロマージュ・ロールケーキ

スイーツフェア

3 types of berry blackcurrant tart / 黑醋栗馅饼配 3 种浆果 / 黑加侖派配 3 種漿果 / 3 종류의 베리가 들어간 카시스빠이

Annin tofu / 安宁豆腐 / 행인 두부

Homemade pudding / 自制布丁 / 自製布丁 /홈 메이드 푸딩

Cheese roll cake /芝士卷蛋糕 / 芝士卷蛋糕 / 치즈 롤 케이크 

コーヒー（ホット・アイス）　または　紅茶（ホット・アイス）

880円(税込)ドリンク・スイーツ1品セット

Please choose one drink and one sweet.

Coffee（Hot / Iced)  咖啡(热的 / 冰的) or Tea（Hot / Iced)  红茶(热的 / 冰的)

Drink and Sweets combination
饮料和甜点的组合

选择饮料和甜点

アレルギー：卵、小麦、乳

アレルギー：卵、乳

アレルギー：乳

アレルギー：卵、小麦、乳

Allergens : Egg Wheat Milk

Allergens : Milk

Allergens : Egg Milk

Allergens : Egg Wheat Milk

アレルギー：乳 Allergens : Milk

アレルギー：乳 Allergens : Milk

アレルギー：卵、乳 Allergens : Egg Milk アレルギー：卵、乳 Allergens : Egg Milk

アレルギー：卵、乳、小麦 Allergens : Egg Milk Wheat

アレルギー：卵、乳 Allergens : Egg Milk

600円(税込)ケーキ各単品

アレルギー物質につきましては、スタッフへお尋ねください。

・写真はイメージです。Products may differ from the photo. ・アレルギー物質の情報は特定原材料7品目を表示しております。
Information on allergic substances is shown for seven specific raw materials.


