軽井沢から長野をつなぐ観光列車「ろくもん」
の車内限定のコースメニューや
横川駅のおぎのやのそばが登場！
鉄道旅行気分を天空のレストランでお楽しみください。

Restaurant THE MOONで楽しめる！

食 材と新 鮮な野 菜 、チーズなど豊かな信州の味をお楽しみください。
● ランチ

6,800円（税抜） 限定1日10食

※ランチはディナーコースよりお魚料理を除いた内容になります。

ご予約はこちら

03-3470-0052

※ランチ・ディナー共にサービス料10%かかります。

●コース内容（ディナー）
前 菜の盛り合わせ
・信州サーモンのスモーク・佐久鯉のエスカベッシュ
・茄子のトマト煮・信州ハーブ鶏のガランティーヌ
・きのことチーズのフリッタータとカマンブルー

本日のスープ
お魚 料 理
・シナノユキマスのチーズ焼き ほうれん草のペンネグラタンと共に

メイン料 理
・信州プレミアム牛サーロイン 長野県産メルローのソース
季節の野 菜とモッツアレラチーズ

デザート
・フォンテンヌブローとリコッタチーズプリン

パン
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コーヒー or紅 茶

満喫する旅を提供する観光列車「ろくもん」

1982年創業、全国に先駆けて生チーズ、カマンベールをつくった「日本の手
作りチーズの草分け」。チーズ店とカフェに隣接する
「リストランテフォルマッ
ジオ」は、美味しさと品質でザガットサーベイの人気のレストランにも選ばれ
ています。

1,000円

※冷凍みかん、
ポリ茶瓶付き

限定 1日30食
株式会社荻野屋は日本最古の駅弁屋

鰹と昆 布 で 丁寧に取った出汁と、秘伝の

と言われており、
「 峠の釜めし」の製造

かえしで合わせたつゆは、とても優しい味
わいです。鉄道旅行気分が楽しめます。

Restaurant THE MOON（六本木ヒルズ森タワー52F）
03-3470-0052

販売を始め、
ドライブイン・サービス
エリア等の運営を行っています。

LUNCH 11:30〜15:30（LO14:00）／DINNER 18:00〜23:00（LO21:00）

http://thesun-themoon.com/moon/

※営業日や営業時間は貸切やイベント等で変更になる場合があります。詳細はご来店前に店舗のWEBサイトをご確認下さい。

「特別展 天空ノ鉄道物語」

階︶

52

会期｜ 2019年12月3日
（火）〜2020年3月22日
（日）
料金｜ 一般2,500円／高校生・大学生1,500円／4歳〜中学生1,000円 ※3歳以下無料
会場｜ 森アーツセンターギャラリー＆スカイギャラリー
（六本木ヒルズ森タワー52階）
主催｜日本テレビ放送網、森アーツセンター、
日テレイべンツ
協賛｜ 光村印刷
JR東日本、JR東海、JR西日本、JR四国、JR九州、JR貨物、東京メトロ、東京都交通局、小田急電鉄、京王電鉄、
協力｜ JR北海道、
京急電鉄、京成電鉄、相模鉄道、西武鉄道、東急電鉄、東武鉄道、
ＣＳ日本、J-WAVE、
テレビ神奈川、交通新聞社、
ＪＴＢパブリッシング、
ヤマトＧＬ、保安サプライ、
タカラトミー、
トミーテック、
タイトー、東急テクノシステム

展覧会公式サイト｜ http://www.tentetsuten.com/
てんてつてん

期間中無休

時間｜ 10:00〜20:00 （ただし、火曜日は17:00まで）※入館は閉館の45分前まで

天空駅そば

駅そばとしては 珍しい自家 製 麺を使 用 。

天空駅
オリジナル駅弁

ドア弁

ポリ茶瓶
付き

「峠の釜めし」で有名な、おぎのやのそばが登場！

日 @Cafe T H E S U N︵ 六本 木ヒルズ森 タワー

人を癒し続ける町・軽井沢から長野を繋ぐ美食・自然・文化を

横川駅のおぎのやのそば

2020年3月 日

マージュのお料 理 。信 州プレミアムビーフや信 州サーモンなどの 長 野ブランド

ヘッド
マーク
ラテ

しなの鉄道沿線の素材を中心とした「ろくもん」で提供されるアトリエ・ド・フロ

火

「ろくもん」ランチ & ディナーコース

10,000円（税抜） 限定1日10食

THE SUN
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観光列車「ろくもん」のコースが

● ディナー

Cafe

collaboration with

オリジナル デザート

「特別展 天空ノ鉄道物語」開催に伴い、会場に隣接するCafe THE SUNが「天空駅カフェ」として特別仕様に！
天空駅オリジナルの駅弁「ドア弁」や、
ご当地うどん、
オリジナルの天空駅そばをはじめ、
ここでしか食べることのできないオリジナルメニューを期間限定でお楽しみいただけます。
1月27日
（月）〜3月22日
（日）は本チラシに記載している後期メニューのご提供となります。

味 覚 で 楽し む﹁ 天 鉄 展 ﹂

2019年 月3日

Restaurant THE MOON

ご当地うどん

できたて、ほかほか
天空駅オリジナル駅弁

天空駅そば

限定 1日30食

懐かしいお茶も
付いてくる！

ドア弁

限定 1日30食

日本全国のご当地メニューが天鉄展オリジナルのお弁当に！

お好きな 2 種を選んでいただき
オリジナルパッケージでご提供
※単品での販売は致しません。 ※お持ち帰りはできません。

1月27日（月）〜3月22日（日）は以下の6種類の販売となります。

神奈川

埼玉

※イメージ（イメージ写真は前期のメニューとなります。）
え き め ん や

秋田

驛麺屋うどん

1,000円

かつて広島駅1番ホームで長年にわたり営業をされていた「広島駅うど

900円

鳥取

黒豚みそだれ
880円

福岡

関西 タヌキ蕎麦 980円

※いなり寿司、
ポリ茶瓶付き

関西では「きつね」の入ったそばをタヌキと言います

ん」の驛麺家（えきめんや）がプロデュースする
「カープ応援赤うどん」。広島

昆布と鰹が効いた風味豊かなお出汁に、天鉄展にちなみ「鉄分」
としてわ

駅構内でしか食べることができない広島ならではのグルメです。

かめをトッピング！

天鉄キッズプレート

贅沢 鯛めし

※おにぎり、
ポリ茶瓶付き

三陸鉄道復興応援コラボデザート

※ドリンク付き
880円 （オレンジジュース or アップルジュース）

から揚げ鶏

春風香る列車のチーズケーキ

1,200円

懐かしのヘッドマークがカフェラテとなって蘇る！

650円

ヘッドマークラテ
各850円

千葉

駅そば、
ドア弁、
デザートとのセットで 650円

JR北海道商品化許諾済、JR東日本商品化許諾済、
JR東海承認済 、JR西日本商品化許諾済、JR九州承認済

カフェラテを

ココアにも
変更できます

北斗星パフェ
1,200円

JR北海道商品化許諾済、JR東日本商品化許諾済

絶品 蟹めし
1,030円

かしわそぼろ
730円

鮪カツ
1,000円

機関車煙突ドリンク
1,080円

1号機関車の煙突をドリンクで再現！

ご注意 ・価格は税込となります。
・カフェのご利用には、
「特別展 天空ノ鉄道物語」
もしくは展望台、森美術館いずれかの入
館券が必要です。
・メニューは日ごとに数量限定となります。
なくなり次第その日の提供は終了させていただきます。
・やむを
えない事情により、予告なくメニューの提供を中止させていただく場合がございます。
・メニューの内容・提供期間などは
予告なく変更になる場合がございます。
・実際のメニューは写真と異なる場合がございます。
・アレルギーに関しては、
スタッフ
にお尋ねください。

Cafe THE SUN（六本木ヒルズ森タワー 52F）
11:00〜22:00（Food L.O.21:00 ／ Drink L.O.21:30）
03-3470-5235
http://thesun-themoon.com/sun/

