
▪表記価格は税込み価格となります。

Quick Lunch

セットデザート

Desser t

クイック ランチ

サイドメニュー

Side Menu

クイックランチの席時間は1時間半の利用となりますのでご了承下さい。
パン、スープ、コーヒー o r  紅茶が付きます

Coffee  コーヒー （ホット or  アイス）      カフェラテ +2 0 0（ホット or  アイス）
Tea         紅 茶 （ホット or  アイス） 

・プチデザート（+5 0 0）を付けることができます。
※平日のみのご提供です。

和豚もちぶたのローストポーク ロメスコソース 2000
Roasted "WATON-MOCHIBUTA" Pork with Romesco sauce

和牛のラザーニャ  【数量限定】 2300
Lasagna

レゾナンス  サラダボウル    1700
 （須永農園リーフ , グレインミックス , 塩卵 , ポテトサラダ , 野菜のマリネ, チーズ　etc.. .）
Mixed Salad Bowl “resonance” - Style

尾長鯛のポワレ ケバブ仕立て 2500
Poiret of Longtailed red snapper - Kebab s t y le - 

ベーコンとグリーンアスパラガスのパスタ 1850
Pasta with bacon and green asparagus

ロックフォールのバスクチーズケーキ
ミルクのアイス  1230
Basque cheese cake with roquefort and milk ice cream
　

苺のエクレア　抹茶のアイス 1350
Strawberry eclair with green tea “matcha” ice cream

ガトー・ショコラ ブラッドオレンジのソース 
ブリア・サヴァランのアイス  1430
Gâteau au chocolat with blood orange sauce
brillat savarin ice cream

ティラミス アメリカンチェリー
コーヒーのアイス  1320
Tiramisu, american cherry with coffee ice cream

フムス    930
（ギリシャ風ひよこ豆のディップ）
Hummus

生ハム・サラミ    2680
5種のアソート
prosciut to and sarami

フライドポテト  880
French Fries

・ クイックランチをご注文のお客様のみオーダー いただけます。



▪表記価格は税込み価格となります。

LUNCH COURSE

ファストコース

全 5 品
4500

スタンダードコース

全 6 品
6000

・ 和豚もちぶたのローストポーク
Roasted "WATON-MOCHIBUTA" pork loin

・ 和牛サーロインのポワレ
　ソース・ブラバスと
　ヴィーガンマヨネーズ (+800）

Wagyu beer poiret
with Sauce Bravas and Vegan mayo

・ 尾長鯛のポワレ
 ケバブ仕立て
  (+300）

Poiret of Longtailed red snapper
- Kebab style -

Main dish

お好きなものを１品お選びください
Please select one main dish

Dessert

ティラミス  アメリカンチェリー
コーヒーのアイス

 Tiramisu, american cherry
with cof fee ice cream

Dessert

苺のエクレア  抹茶のアイス
 Strawberry eclair

with green tea “matcha” ice cream

Starter

豆乳と湯葉のムース  和からしエスプーマ
Soybean milk mousse with mustard espuma

茹で上げグリーンアスパラガス
ドライトマトのソース　

Boiled asparagus with dried tomato sauce

Soup

新玉ネギのポタージュ
カレーオイル・オニオンクランブル

Seasonal onion potage
curry flavored oil, onion crumble

Soup

新玉ネギのポタージュ
カレーオイル・オニオンクランブル

Seasonal onion potage
curry flavored oil, onion crumble

Fish

尾長鯛のポワレ
ケバブ仕立て

Poiret of Longtailed red snapper
- Kebab style -

Starter

豆乳と湯葉のムース  和からしエスプーマ
Soybean milk mousse with mustard espuma

茹で上げグリーンアスパラガス
ドライトマトのソース　

Boiled asparagus with dried tomato sauce

・ 和豚もちぶたのローストポーク
Roasted "WATON-MOCHIBUTA" pork loin

・ 和牛サーロインのポワレ
　ソース・ブラバスと
　ヴィーガンマヨネーズ  (+800）

Wagyu beer poiret
with Sauce Bravas and Vegan mayo

Main dish
お好きなものを１品お選びください

Please select one main dish


