LUNCH MENU

WITH CAFE

ランチメニュー

11:30 ~ 14:00LO

コーヒー・紅茶付き

11：30～14：00ＬＯ

下記メニューはサンプルです。週替わりでご用意しておりますので、詳細はインスタグラムをご覧ください。
Salad Lunch with small soup, bread………………………………………………………………………… ¥1,540

Lunch Box FUKU: sashimi, appetizer, stewed dish, fried dish, miso soup, rice, fruits……………..

本日のサラダランチ スープ、パン、コーヒー付き
スモークチキンとクスクスのサラダ フレンチドレッシング

松花堂弁当「福」

¥2,970

造里、口取、焚合、揚物、味噌汁、御飯、香物、果物、コーヒー付き

Lunch Box HANA: sashimi, appetizer, grilled fish, miso soup, rice……………………………………

¥1,980

Sandwich Lunch with small soup……………………………………………………………………………. ¥1,540

松花堂弁当「花」

本日のサンドウィッチランチ スープ、コーヒー付き
ポークカツレツとフレッシュトマトのサンドウィッチ

TAI-CHAZUKE Sea Bream & Rice with tea poured on, with appetizer, miso soup…………………. ¥2,420

真鯛の茶漬け御膳
Curry Lunch with small salad………………………………………………………………………………..

造里、口取、焼魚、味噌汁、御飯、香物、コーヒー付き

八寸、味噌汁、香物、コーヒー付き

＊煎茶または阿波晩茶をお選びください。

¥1,540

本日のカレーランチ サラダ、コーヒー付き
カキフライと季節野菜を添えたカレーライス

Japanese WAGYU Beef SUKIYAKI Rice Bowl, with appetizer, miso soup…………………………… ¥2,970

Gratin Lunch with salad, bread or rice……………………………………………………………………... ¥1,540

HAMO Pike Conger TEMPURA Rice Bowl, with appetizer, miso soup……………………………….. ¥2,200

本日のグラタンランチ サラダ、パンまたはライス、コーヒー付き
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

鱧と海老の天丼 先附、味噌汁、香物、コーヒー付き

黒毛和牛のしぐれ丼

先附、味噌汁、香物、コーヒー付き

Prawn & Vegetables TEMPURA Rice Bowl, with appetizer, miso soup……………………………….. ¥1,980
Main Dish Lunch with salad, bread or rice………………………………………………………………… ¥1,980

海老と野菜の天丼

先附、味噌汁、香物、コーヒー付き

本日のメインディッシュランチ サラダ、パンまたはライス、コーヒー付き
大海老のプランチャ スパイシー風味のトマトクーリ
Hot SOBA Buckwheat Noodle, with small tempura rice bowl………………………………………….. ¥1,540
Beef Steak Lunch with salad, bread or rice………………………………………………………………… ¥2,970

かけそば（温） ミニ天丼、コーヒー付き

本日のビーフステーキランチ サラダ、パンまたはライス、コーヒー付き
豪州産ビーフリブアイのステーキ 温野菜添え 和風ソース

Chilled SOBA Buckwheat Noodle with dipping sauce, small tempura rice bowl……………………. ¥1,540

せいろそば（冷）
Australian Beef Ribeye Steak Salad original dressing, with small soup, bread or rice……………..

ビーフステーキサラダ グランドパレス風

¥2,420

HANDA SOUMEN Wheat Noodle with small tempura rice bowl *choice Hot or Cold……………… ¥1,540

半田素麺（冷・温）

スープ、パンまたはライス、コーヒー付き

ミニ天丼、コーヒー付き

ミニ天丼、コーヒー付き

Grilled AWAODORI Chicken with small soup, bread or rice……………………………………………. ¥2,420

SUDACHI Citron HANDA SOUMEN Hot Wheat Noodle, with small tempura rice bowl…………. ¥1,650

阿波尾鶏のグリル

すだち半田素麺（温） ミニ天丼、コーヒー付き

季節の野菜添え

Beef Curry Rice with small salad

ビーフカレー

サラダ付き

／

／

スープ、パンまたはライス、コーヒー付き

Seafood Curry Rice with small salad……………………….

シーフードカレー サラダ、コーヒー付き

Beef Pilaf with small salad ／ Seafood Pilaf with small salad………………………………………

ビーフピラフ

サラダ付き

／

Beef Rice Gratin with small salad

ビーフドリア

サラダ付き

／

¥1,870

¥1,650

シーフードピラフ サラダ、コーヒー付き
／ Seafood Rice Gratin with small salad……………………..

シーフードドリア サラダ、コーヒー付き

¥1,870

＊上記以外にもランチセットをご用意しております。グランドメニューをご覧ください。 ＊国産米を使用しております。

