Today's mixed fly（Soup, Salad, Coffee）

本日のミックスフライ・・・・

Tomato and Chicken Curry （Soup, Salad, Coffee）

トマトチキンカレー・・・・・・ ・ ￥780

（スープ、サラダ、コーヒー付）

Asian rice Gapao rice（Soup, Coffee）

アジアンご飯 ガパオライス・・・ ￥880

（スープ、コーヒー付）

Seasonal recommended spaghetti （Soup, Salad, Coffee）

季節のおすすめスパゲッティ・・ ・ ￥880

（スープ、サラダ、コーヒー付）

Quiche and detox salad plate（Soup,Coffee）

キッシュとデトックスサラダプレート・ ￥880

（スープ、コーヒー付）

Omelette rice with Beef Stew Sauce（Soup, Salad, Coffee）

とろとろオムライス
ビーフシチューソース・・・・・ ￥980

（スープ、サラダ、コーヒー付）

Head-on Shrimp Melt-in-Your-Mouth Rice Omelet
with Beef Stew Sauce（Soup, Salad, Coffee）

有頭海老のとろとろオムライス・・￥1,200
ビーフシチューソース

（スープ、サラダ、コーヒー付）

Japanese-style spaghetti with mushrooms（Soup, Salad, Coffee）

きのこの和風スパゲッティ・・・￥740

（スープ、サラダ、コーヒー付）

Basil spaghetti with Fresh Tomatoes（Soup, Salad, Coffee）

フレッシュトマトと
バジルのスパゲッティ・・・・￥880

（スープ、サラダ、コーヒー付）
Beef curry（Soup, Salad, Coffee）

ビーフカレー・・・・・・・・・￥880

（スープ、サラダ、コーヒー付）

Chicken nanban bowl with Homemade tartar sauce（Soup, Salad, Coffee）

チキン南蛮丼
自家製タルタルソース・・・・・・￥980

（小鉢、お新香、味噌汁、コーヒー付）

Salmon saute with Vegetable Japanese style sauce（Soup, Salad, Coffee）

サーモンソテー
野菜和風ソース・・・・・・・・￥1,100

（スープ、サラダ、ライス、コーヒー付）

Grilled chicken thigh with salted jiuqu（Soup, Rice, Coffee）

若鶏もも肉の塩こうじ焼き・￥880

（スープ、ライス、コーヒー付）

Ribulose steak Japanese-style sauce (Soup, Rice, Salad ,Coffee)

リブロースステーキ
おろし和風ソース・・・ ￥1,500

（スープ、サラダ、ライス、コーヒー付）

Sukiyaki Box Lunch（Small bowl, Pickles, Miso Soup,coffee）

すき焼き重・・・・・・・￥1,200

（小鉢、お新香、味噌汁、コーヒー付）

Pork loin cutlet Box Lunch（Small bowl, Pickles, Miso Soup,coffee）

豚ロースカツ重・・・・・・￥980

（小鉢、お新香、味噌汁、コーヒー付）

・サラダアンティパスト
・スープ
・牛ステーキｏｒ魚グリル
・パンｏｒライス
・デザート・コーヒー付

Salmon saute Vegetable Japanese style sauce

Fried egg hamburger steak Demi-glace sauce

サーモンソテー野菜和風ソース 目玉焼きハンバーグステーキ
¥1,000
デミグラスソース
¥1,000

Chicken grill flavored basil sauce

チキングリル 香味バジルソース
¥1,000

＜Choose one from hamburger, salmon and chicken＞

＜ハンバーグ、サーモン、チキンから一品選択＞

（Main dish,Salad, Cup Soup, rice, Dessert,Coffee）

（上記料理

サラダ、カップスープ、ライス、デザート、コーヒー付）

Cup soup, mini salad, rice or bread set

カップスープ、ミニサラダ、ライス or パンセット・¥500
Soy milk corn potage

豆乳コーンポタージュ・・・・・・・・・・・・・¥500
Rice

ライス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥200
Bread

パン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥200
※コースメニュー ¥3,500 コース /¥5,000 コース（要予約）

Sukiyaki lunch box

すき焼き重・・・・・・・・・・・・¥1,300
( 小鉢・お新香・味噌汁・デザート付 )

（Small bowl, Pickles, Miso soup, Dessert）

和風ステーキ重・・・・・・・・・・¥1,800
( 小鉢・お新香・味噌汁・デザート付 )

（Small bowl, Pickles, Miso soup, Dessert）

さくら御膳 ( 要予約 )・・・・・・・ ¥2,400
( 刺身盛・カットステーキ・小鉢・お新香・ご飯・味噌汁・デザート付）

（Sashimi platter, Cut steak, Small bowl, Pickles, Rice, Miso soup, Dessert）

・・・・¥850

Chicken nanban bowl homemade tartar sauce
（Small bowl, Pickles, Miso soup, and Dessert）

チキン南蛮丼
自家製タルタルソース・・・・・¥１,050

( 小鉢、お新香、味噌汁、デザート付 )

¥950

¥1,180

Tomato and Chicken Curry

トマトチキンカレー・・・・・・・・ ¥750
( スープ、サラダ付 )

ビーフカレー・・・・・・・・ ・・・¥850
( スープ、サラダ付 )

全てのお料理は一人前になります。取り分けはお控えください。

Assorted sausage and chorizo

ソーセージとチョリソの盛り合せ・ ¥300
Cheese platter

チーズ盛り合わせ・・・・・・・・ ¥400
スモークサーモンレモン添え・・・ ¥500
ミックスナッツ・・・・・・・・・ ¥300
Potato fries

ポテトフライ・・・・・・・・・・ ¥330
3 fried chicken

若鶏のから揚げ・・・・・・・・・ ¥330
One headed fried shrimp

有頭エビフライ・・・・・・・・・ ¥600
Fried tofu and vegetable black vinegar ankake

揚げ豆腐と野菜の黒酢あんかけ・・ ¥850

Mini coleslaw salad

ミニコールスローサラダ・・・・・ ¥200
Mimosa salad

ミモザサラダ・・・・・・・・・・ ¥500
Tomato salad

トマトサラダ・・・・・・・・・・ ¥600

Sausage Napolitan Spaghetti

ソーセージナポリタンスパゲッティ・・ ¥800
Fresh tomatoes and basil Spaghetti

フレッシュトマトと
バジルスパゲッティ・・・・・・・・ ¥800
Bacon Carbonara Spaghetti

角切りベーコンの
カルボナーラスパゲッティ・・・・¥900

