LUNCH MENU

生米から作るので 15 分以上時間がかります。

11:00 - 15:00

Staub
（サラダ・ドリンク付き）

Recommend!!!

With salad and drink

◉ Set Drink を下記よりお選びください

Pasta

choose your drink from the menu below

（パン２種・サラダ・ドリンク付き）

STAUBで炊く 本日の旬の魚と
マッシュルームと栗の炊き込みご飯

With bread.salad and drink

◉ Set Drink を下記よりお選びください

choose your drink from the menu below

2250yen

Pilaf of salmon .mashroom and chestnut

北海道産大粒アサリと菜の花の
クリームパスタ

Clam and rape cream pasta

1950yen

Hamberg
（白米 ・サラダ・ドリンク付き）

With rice.salad and drink

◉ Set Drink を下記よりお選びください

choose your drink from the menu below

Curry
（サフランライス・ミニサラダ・ドリンク付き）

With saffron rice.small salad and drink
◉ Set Drink を下記よりお選びください

choose your drink from the menu below
ハーブチキンとマッシュルームの
クリーミーカレー
1850yen

和牛のハンバーグです,よく焼きたい方はスタッフまで。

when want to bake it well to the staff
アボカド和牛ハンバーグ

Japanese beef hamburg steak and Avocado
デミグラスソース

1950yen

Demi - glace sauce

Creamy curry of herb chiken and mushroom

混雑時お待ちのお客様がいらっしゃる場合、
状況によりお声をかけさせていただきますので、お席をお譲りください。
よろしくお願いします。

Set Drink
+150yen

+200yen

+200yen

Ice/Hot コーヒー(coﬀee)

+400yen

Ice/Hot ティー(tea)
Ice/Hot 茉莉花 ジャスミン(jasmine tea)

マンゴー

Hot ハーブティー(herbal tea)

オレンジジュース(orange)
グレープフルーツジュース(grapefruit)
パイナップルジュース（pine apple)
コーラ(cola)
ジンジャーエール(ginger ale)（辛口）

+400yen

+300yen

Glass Wine

Sparkling Wine

Beer

赤ワイン

CAVA Glass

+

(mango)

Hotほうじ茶(roasted green tea)

+350yen

(Hot / Ice)
ビネガードリンク

+250yen

(vinegar drink)

カフェラテ (caﬀe latte)
カフェモカ (caﬀe mocha)

ローズヒップ and

ヘーゼルナッツ (hazelnut)

カシスのソーダ割り

(rose hip and cassis)

グァバ
(guava)

キャラメルマキアート
(caramel macchiato)
カプチーノ (cappuccino)

アサイー
(Acai)

(red wine)
白ワイン
(white wine)

モンサラ・カバ・ブリュット
MONTSAPRA CAVA BRUT

生ビール
Draft Beer
ジョッキ

Jug

生ハム（プロシュート） 550yen
Uncured ham

具だくさんのコブサラダ

トッピング 用モツァレラ
（1/4 個）350yen

Topping mozzarella

1400yen

Cobb salad

ガーリックポテト 650yen
Fish and chips
Small 850yen
Large 1250yen

Carpaccio of the octopus (Jalapeno sauce)

ゴルゴンゾーラピザ
ナチョス
Nachos

和牛ステーキ with ガーリックライス 2000yen

和牛ステーキ with ガーリックライス

1250yen

マルゲリータ

Pizza of Gorgonzola

900yen

Wagyu steak and garlic rice

Garlic potato

フィッシュ and チップス

蛸のカルパッチョ（ハラペーニョソース ) 750yen

大盛り ＋350yen
Large serving

Lunch set

2450yen

1350yen

Margerita

ズワイガニのトマトクリームパスタ
Tomato cream pasta of the snow crab
ズワイガニのトマトクリームパスタ

2250yen

大盛り ＋900yen

Large serving

Lunch set

2750yen

（ミニサラダ・ドリンク付き）

（パンの盛り合わせ・ミニサラダ・ドリンク付き）

◉ Set Drink をランチメニューよりお選びください

◉ Set Drink をランチメニューよりお選びください

With small salad and drink

choose your drink from the iunch menu

With bread.small salad and drink

choose your drink from the iunch menu

・生牡蠣 1P

550yen

Raw oyster

( カクテルソース・ハーブ・レモン）
(Chili sauce.Herb.Lemon)

三陸産 牡蠣

Oyster

・牡蠣オーブン焼き 1P

550yen

Ovenbake of the oyster

( オリーブオイル・青ねぎ・レモン）
(Olive oil.Leek.Lemon)

前菜の盛り合わせ

1750yen

Assortment of appetizers

タコのカポナータ・ひよこ豆のサラダ・生ハムとモツァレラ・本日のキッシュ
・チョリソーのオーブン焼き・自家製ピクルス・ガーリックトースト・
牡蠣（生牡蠣 or オーブン焼き）

Octopus and Caponata.Chickpea salad..Prosciutto and mozzarella
.Quiche.Chorizo and Homemade pickles.Garlic tooast.
oyster(You can choose raw or grill)

KidsMenu ※こちらのメニューはお子様しか頼めません ⬇
This menu is only available for kids.

厚切りベーコンカルボナーラ

Carbonara of the bakon

850yen

ミートソース パスタ

Meat sauce pasta

650yen

フライドポテト

Fried potato

350yen

バニラアイス 300yen
Vanilla ice

キッズドリンク 300yen
Kids Drink

Hamburg steak
900yen
KidsKids
ハンバーグ
ライス

100yen
Rice

・オレンジ (Orange)
・パイン (Pineapple)
・コーラ (Cola)

