LUNCH MENU
ランチセット コーヒー・紅茶付き

＊下記メニューはサンプルです。メニューは週替りです。

サラダランチ スープ・パン付き
スモークチキンとクスクスのサラダ

¥1,100

11:30~14:00L.O.

日本料理 昼膳御献立 コーヒー・紅茶付き
松花堂弁当Ａ 造里、口取、焚合、揚物、椀物、御飯と香物、果物

¥2,500

松花堂弁当Ｂ 造里、口取、焼魚、椀物、御飯と香物

¥1,600

季節の焼き魚御膳 先附、椀物、造里、小鉢、御飯と香物

¥2,200

季節の天ぷら御膳 先附、椀物、造里、小鉢、御飯と香物

¥2,200

国産牛のしぐれ丼 先附、椀物、香物付き

¥2,000

穴子の蒲焼き丼 先附、椀物、香物付き

¥2,000

マグロ丼 先附、椀物、香物付き

¥1,800

海老と野菜の天丼 先附、椀物、香物付き

¥1,600

（温）半田素麺 かき揚げ、お赤飯付き

¥1,200

（温）半田素麺ふしめんのにゅうめん かき揚げ、お赤飯付き

¥1,200

フレンチドレッシング

サンドウィッチランチ スープ付き
ポークしゃぶしゃぶ BBQ サラダのホットサンドウィッチ

¥1,100

カレーランチ サラダ付き
カキフライと季節野菜を添えたカレーライス

¥1,100

グラタンランチ サラダ・パンまたはライス付き
ウインナーソーセージとマカロニのデミグラスソースグラタン

¥1,300

メインディッシュランチ サラダ・パンまたはライス付き
大海老のプランチャ トマトのクーリ

¥2,200

ステーキランチ サラダ・パンまたはライス付き
豪州産ビーフリブアイのステーキ マデラソース

¥300

ミニスープ追加

キッズメニュー コーンスープ、バニラアイス、ジュース付き

¥1,100

＊小学生以下のお子様限定です

ドリンクメニュー
ブレンドコーヒー ／ アメリカンコーヒー

¥500

カプチーノ ／ カフェラテ

¥550

／ ショコラカフェラテ

よい子のオムライスとミニハンバーグ、ウインナーセット

¥1,100

エスプレッソ

よい子の海老フライとミニハンバーグ、オムライスセット

¥1,300

アイスブレンドコーヒー ／

よい子のハンバーグと若鶏の唐揚げセット、オムライスセット

¥1,500

紅茶（レモン、ミルク、ストレート）

¥500

よい子の国産牛ビーフステーキとオムライスセット

¥2,300

アイスダージリンティー

¥500

フレンチアロマソーダ（ストロベリー、カシス、グリーンアップル）

¥600

100％ジュース（オレンジ、グレープフルーツ、アップル、トマト）

¥500

デザート

¥380
アイスカフェオレ

¥550

バニラアイスクリーム ／ 抹茶アイスクリーム

¥400

コカコーラ ／ ジンジャーエール

¥450

レモンシャーベット ／ カシスシャーベット ／ マンゴーシャーベット

¥400

アイスウーロン茶

¥400

ペリエ（炭酸入りミネラルウォーター）

¥450

アグネス・ペストリーブティック特製ケーキ各種
＊当店で使用されているお米はすべて国産米です。食材にアレルギーをお持ちのお客様はお申し出ください。

¥450~

＊上記料金は税別です。またサービス料 10％は上記料金に含まれています。

LUNCH MENU
LUNCH SET SAMPLE MENU

11:30~14:00L.O.

JAPANESE CUISINE LUNCH

*served with coffee or tea

Today’s Salad Set, with soup

¥1,100

Today’s Sandwich Set, with soup

¥1,100

Today’s Curry Rice Set, with salad

¥1,100

Today’s Gratin Set, with salad, bread or rice

¥1,100

Today’s Main Dish Set, with salad, bread or rice

¥1,300

Australian Beef Ribeye Steak Set, with salad, bread or rice

¥2,200

*served with coffee or tea

Lunch box A: sashimi, small appetizer, stewed dish,
fried dish, soup, rice & pickles, fruits

¥2,500

Lunch box B: sashimi, small appetizer, grilled fish, soup, rice & pickles

¥1,600

Grilled fish set, with appetizer 2 kinds, sashimi, soup, rice & pickles

¥2,200

TEMPURA set, with appetizer 2 kinds, sashimi, soup, rice & pickles

¥2,200

Beef SUKIYAKI rice bowl, with small appetizer, soup

¥2,000

Broiled ANAGO conger rice bowl, with small appetizer, soup & pickles

¥2,000

Tuna sashimi rice bowl, with small appetizer, soup & pickles

¥1,800

Prawn & vegetables TEMPURA rice bowl, with small appetizer, soup

¥1,600

¥1,100

Hot Tokushima wheat noodle with TEMPURA & Japanese festive red rice

¥1,200

Fried prawn, mini Hamburg steak,
chicken rice & omelet, fried potato, spaghetti, & salad

¥1,300

Hot byproduct of Tokushima wheat noodle
with TEMPURA & Japanese festive red rice

¥1,200

Hamburg steak, fried chicken,
chicken rice & omelet, fried potato, spaghetti, & salad

¥1,500

CAFÉ DRINK

Japanese beef steak,
chicken rice & omelet, fried potato, spaghetti, & salad

¥2,300

add small soup

KID’S MENU

¥300
*with corn soup, ice cream & juice

Chicken rice & omelet,
mini Hamburg steak, sausage, fried potato, spaghetti, & salad

DESSERT
Vanilla ice cream or Green tea ice cream
Lemon sherbet or Cassis sherbet or Mango sherbet
Fresh cakes from the Agnes pastry boutique

¥400
¥400
¥450~

Blend coffee or American coffee
Cappuccino or Cafe latte or Chocolate cafe latte
Espresso
Iced blend coffee or Iced cafe latte
Hot tea: Lemon or Milk or Straight
Iced Darjeeling tea
French aroma soda: Strawberry or Cassis or Green apple
100% juice: Orange or Grapefruit or Apple or Tomato
Coca cola or Ginger ale
Iced oolong tea
Perrier (sparkling mineral water)

＊To greater ensure the quality of your dining experience, please let us know if you have any food allergies.
＊All rice used in our dishes is 100% produce of Japan

＊Prices are subject to consumption tax. And 10% service charge are included in prices.

¥500
¥550
¥380
¥550
¥500
¥500
¥600
¥500
¥450
¥400
¥450

