11:00-15:00

牛肉 100％のハンバーグを自慢のデミ＆グレイビ

1200yen

PLATE Lunch

KIDS PLATE

プレミアム・ロコモコ

キッズプレート

ーソースで食べるご飯。目玉焼きのせ♪

ALL

700yen

マグロとアボカドのポキライス

グリーンルームのプレートランチでお腹いっぱい！
バランス良く♪

マグロとアボカドを特製醤油ソースで味付けして
混ぜ合わせたご飯。ハワイのローカルフード♪

選べるメインのご飯とグリーンサラダ、２種のデリ、付け合わせの

ガパオライス

お野菜、温かいスープも付いたグリーンル

バジルと魚醤のエスニックな味付けで炒めた鶏そ

ーム自慢のプレートランチです！

キッズロコモコ

カレーライス

スパゲッティー

パンケーキ

ぼろで食べるご飯。目玉焼きのせ♪

ボリューム満点のお食事
がバランス良く召し

モチコチキン

上がれます♪メイ

もち粉を使った鶏の唐揚げとご飯。もちもちとし

ンのご飯は右記

た衣の食感がクセになる親しみ深い味わいです。

よりお好きな
お料理をお

ボロネーゼ生パスタ

選び下さい。

やさしい味わいの自家製ミートソースにたっぷり

ポテトと野菜とフルーツを添えたお子様プ

のチーズを降りかけた生パスタ。

レートランチです♪
ジュース付き

ヤリイカのタラコクリーム生パスタ
タラコの入った濃厚なクリームソースにヤリイカ
の食感が楽しい生パスタ。

・オレンジ J

・アップル J

・グレープフルーツ J

・コーラ

※お替りジュース 100yen

OTHERS
プレミアム・バーガー

エッグベネディクト

に牛肉 100％の本格派パティで

ポーチドエッグをのせて濃厚な

食べる贅沢なハンバーガー。自

オランデーズソースを上からか

家製ピクルスとフライドポテト

けたオープンサンド。グリーン

ふかふかなプレミアムなバンズ

HAMBURGERS

を添えて♪

マフィンにアボカドとベーコン、

～スープ付き～

BRED

1000yen

サラダを添えて♪
～スープ付き～

？

今回の♪
スペシャルメニュー
→ 詳細は別紙にて♪
～スープ付き～

1200yen
※ランチメニューの表示価格は全て税込みです。

SWEETS

SIDE MeNU

パンケーキ ＆ スイーツ

・リコッタパンケーキ

750

～ホイップクリームとメープルシロップ添え～

リコッタチーズをたっぷり使用したリッチでフワフワなパンケーキ。

サイドメニュー

・ポテトサラダ

スパイスを加えたやみつきな味わい。

≪Topping≫
① チョコレートソース

100yen

② キャラメルソース

③ 自家製ベリーソース

100yen

④ アーモンドチョップ

※ご提供に約 30 分程の

⑤ Fresh バナナ

100yen

⑥ ホイップクリーム増量

100yen

お時間を頂きます

⑦ Fresh ミックスベリー

200yen

⑦ プレミアムバニラアイス

・FRESH フルーツパンケーキ

100yen
50yen

350

800

める大人気のサラダ。

・オリーブマリネとキュウリのピクルス ・マグロとアボカドのポキ

マグロとアボカドを醤油ソースで味付けしたハワ

200yen

っと嬉しい２種盛り。

イのローカルフード。

1150

・フライドポテト

350

・チョコレート＆バナナパンケーキ

950

こちらはフレッシュバナナにチョコレートソースのトッピングで♪

1100

こちらはプレミアムバニラアイスとアーモンドチョップにキャラメルソースで♪

（フレンチ or ガーリック）

500

オレオがザクザクと入ったレアチーズケーキ。

500

・北海道マスカルポーネのティラミス

北海道マスカルポーネチーズを贅沢に使用した本場の味わい。

・デビルズケーキ

500

・プレミアムアイス

350

濃厚で悪魔的な甘さがやみつきになるチョコレートのタルト。

（プレミアムバニラ or ローストピスタチオ or ストロベリーマスカルポーネ）

Ask

・今回のスイーツ
→ 詳細は別紙にて♪

北海道産のクリーミーなチーズとフレッシュトマ

350

・ウェッジカットポテトフライ
（BBQ or ハニーマスタード）

ディップソースをお選びください。

トをバルサミコソースで。

スティックカットチーズに春巻きの皮を巻いて

350

・サツマイモフライ

・オニオンリング

定番のクリスピーなオニオンリングを自家製の

・クリスピーチキンウィング 6pcs

おつまみサイズの手羽中をクリスピーに揚げた

・スパムスティックカツ

450

フライドチキン。

・ガーリックシュリンプ 6pcs

ハワイの人気料理。頭から殻ごと食べられるソフ

400

オーロラソースで。

600

揚げたカリとろチーズ。

350

のディップを添えて。

650

・チーズスティックフライ

さつま芋のフライにハチミツ＆クリームチーズ

・オレオのチーズケーキ（ベリー or ハニーレモン）

700

・北海道モッツァレラのカプレーゼ

テイストをお選びください。

て、仕上げに自家製ベリーソースをかけたオススメのトッピングです♪

？

様々な素材をのせた具だくさんで色々な味が楽し

ミックスオリーブとキュウリのピクルスのちょ

リコッタパンケーキにイチゴやブルーベリー、フレッシュバナナをどっさりのせ

・バニラ＆キャラメルナッツパンケーキ

・カラフル野菜のコブサラダ

トシェルシュリンプで作りました。

950

・MOCHIKO フライドチキン

スパムミートに衣を付けてサクッと揚げました。 もち粉を使った鶏のから揚げ。モチモチとした衣

650

特製ウスターソースでどうぞ。

・フィッシュ＆チップス

の食感がくせになります。

・バゲット

白身魚のフライとポテトフライの２種盛り。

700

タルタルソース添え。

600

～薄切り４枚～

200

※ランチメニューの表示価格は全て税込みです。

LUNCH Set

ランチセット 11:00-15:00

★ランチセットはお食事と一緒のご注文でお願い致します。

LUNCH DRink

ランチドリンク 11:00-15:00

★ランチセット（お食事と一緒のご注文）で下記ドリンクが 200yen 割引♪

※２杯目以降は通常価格です

【300yen】

Lunch ドリンクセット

ランチドリンク全品 200yen 割引

お得に裏面のランチドリンクをご一緒にどうぞ♪

・コーヒー (HOT or ICE)

・MlesnA アールグレイ

(HOT or ICE)

・MlesnA 白桃アールグレイ (HOT)

・MlesnA ヴィンテージブラック (HOT)

・MlesnA キャラメルクリームティー (HOT)

・ローズヒップ＆ハイビスカスティー Caﬀeine-free (HOT)
・ルイボスフルーツティー Caﬀeine-free (HOT)
・ウーロン茶

Lunch スイーツセット（スモールサイズ）

ALL 300yen

下記よりお好きなスイーツ or アイスクリームをお選び下さい♪

・オレオのチーズケーキ（ベリー or ハニーレモン）
オレオがザクザクと入ったレアチーズケーキ。

・北海道マスカルポーネのティラミス

マスカルポーネチーズを贅沢に使用した本場の味わい。

・デビルズケーキ

濃厚で悪魔的な甘さがやみつきになるチョコレートのタルト。

・プレミアムアイスクリーム
#1 プレミアムバニラ

#2 ローストピスタチオ

・ジャスミン茶

・オレンジジュース
・アップルジュース

・グレープフルーツジュース
・コカコーラ

・ジンジャーエール
・マンゴージュース

・パッションフルーツジュース
・トマトジュース
【400yen】

・カフェラテ (HOT or ICE)

・本日のティーソーダ (ICE)
・赤ワイン or 白ワイン

・赤のサングリア or 白のサングリア
・ハイボール

・瀬戸内レモンサワー
・YUZU サワー

#3 ストロベリーマスカルポーネ

【500yen】

・生ビール （キリンハートランド）
・スパークリングワイン

★これ以外のドリンクもグランドメニュー（税抜）よりご注文可能です。
※ランチメニューの表示価格は全て税込みです。

