ORIENTAL CURRY LUNCH

PRIX FIXE HOLIDAY LUNCH 2200

1400

WITH SOUP+DRINK

オリエンタルカレ ーランチ
［スープ＋ドリンク付］

薪火 × 炭火 × 産地を愉しむ
プリフィックスホリデ ーランチ
1 DISH + 2 DISH + BREAD OR RICE + COFFEE OR TEA
［1DISH＋2DISH＋パン or ライス＋ コーヒー or 紅茶付］

1st DISH

特製の東南アジア系のレッドカレー。
白身魚の旨味、厳選したスパイスの刺激的な辛味を濃厚な
ココナッツクリームがまとめます！

サラダまたはスープをお選びください。
Please chose one from below.

TODAY’S PASTA LUNCH

1500

WITH SOUP+SALAD+BREAD+DRINK

日替わりパ スタランチ

OR

［スープ＋サラダ＋パン＋ドリンク付］

奈良県産
フル ーツカブ "もものすけ"と
ハモンセラーノのサラダ

山形県産
"舟形マッシュルーム"のポタージュ
燻製グリッシーニ添え

Nara Turnip "MOMONOSUKE"
& Jamón Serrano Salad

Yamagata "FUNAGATA MUSHROOM"
Potage with Smoked Grissini

WEEKLY GRATIN LUNCH

2nd DISH

WITH SOUP+BREAD+DRINK

薪火で焼き上げるメイン。お好きな一皿をお選びください。
Please chose one from below.

今週のグラタンランチ

冬期
20食
限定

1600

［スープ＋湯種パン＋ドリンク付］

山形牛ハンバーグの薪火グリル
シャリアピンソース
Wood Fire Grilled Yamagata Beef Hamburg
with Chaliapin Sauce

山形豚の骨付きロース薪火グリル
ガーリックグレービーソース

ROMA PIZZA LUNCH

Wood Fire Grilled Yamagata Pork
with Gravy Sauce

WITH SOUP+SALAD+DRINK

ローマピッツァランチ

［スープ＋サラダ＋ドリンク付］
パリパリの 食感が楽しい！薄い生地のローマピッツァ。
・ MARGHERITA マルゲリータ

1500

[ バジル / モッツァレラ / トマトソース ]

・ BISMARCK ビスマルク

信州サーモンの薪火グリルステーキ
フレッシュオレガノと焦がしバターソース

・ DIAVOLA ディアボラ

Wood Fire Grilled Shinshu Salmon
with Fresh Oregano & Butter Sauce

・ BIANCHETTI ビアンケッティ

Wood Fire Grilled US Beef Sirloin
with Fresh Pepper Poivre Sauce

・ QUATTRO FORMAGGI クアトロフォルマッジ

1600

[ スカモルツァチーズ / パンチェッタ / モッツァレラ / セルバチコ / グラナパダーノ ]

1800

[ ゴルゴンゾーラ / タレッジオ / モッツァレラ / グラナパダーノ ]

［＋¥800 でお選び頂けます。Add 800yen］

当店はブナの薪を使用し、専用の薪窯で
焼き上げる料理が自慢！
炭火には無い『水分を含んだ炎』で焼くので、
ジューシーかつ、薪の香りで香ばしく
スモーキーな仕上がりに。
食材の味を引き立てる今注目の加熱法です。

1600

[ シラス / アンチョビ / にんにく / モッツァレラ / オレガノ / トマトソース ]

・ SCAMORZA スカモルツァ

薪火で焼くとなぜ美味しい？

1600

[ サラミ / レッドオニオン / トマトソース / モッツァレラ ]

US産プライムビーフサーロインの
薪火グリル 純胡椒のポアブルソース

WHAT’S WOOD FIRE GRILL

1600

[ 半熟卵 / モッツァレラ / プロシュートコット / トマトソース ]

SET DRINKS

ランチ は 全てドリンク付！下記よりお選びください。
Please chose one from below.

-- COFFEE [HOT or ICED]

-- ORANGE JUICE

-- TE [HOT or ICED]

-- APPLE JUICE

-- TODAY’S HERB TEA [HOT or ICED]

-- GRAPEFRUIT JUICE

-- COKE

-- CAFFÈ LATTE [HOT or ICED] (+ ¥200)

-- GINGER ALE

-- CAPPUCCINO [HOT or ICED] (+ ¥200)

コーヒー［ ホット or アイス ］
ティー［ ホット or アイス ］

アップルジュース

本日のハーブティー［ ホット or アイス ］
コーラ
ジンジャーエール

オレンジジュース

グレープフルーツジュース
カフェラテ［ ホット or アイス ］

カプチーノ［ ホット or アイス ］

＊当店では国産米を使用しております。＊表示価格は全て税込価格となっております。
In our Store we only use Japanese Rice. Image is for illustration purposes. Prices include taxes.

