Lunch

（

※付け合わせとスープは季節によって変わります。

）

Sweets

（

）

自家製マンゴーソースの
チーズスフレ プレート

Cheese Souﬄe with Mango Sauce Plate

￥1,290
静岡県産マンゴーを使用した自家製ソー
スとふわふわのスフレチーズケーキの組
合せ。

渡り蟹と海老のシーフードピザ
Seafood Pizza with Migratory Crab & Shrimp
コーヒー または 紅茶 付

￥1,850

生ハムとルッコラのビスマルク
Bismarck with Raw ham & Arugula

￥1,680

コーヒー または 紅茶 付

Margherita with Tomatoes from Shizuoka Prefecture

￥1,290

￥1,480

サクッとしたクロワッサン生地のワッフル

コーヒー または 紅茶 付

パルマ産生ハムとルッコラをふんだんにのせた

たっぷりのミニトマトとドイツ産モッツァレラ

お楽しみください。

ご一緒にお召し上がりください。

の香りをアクセントに。

ピザに半熟 卵を添えました。とろとろの卵と

Strawberry Croissant Waﬄe Plate

静岡県産トマトのマルゲリータ

たっぷりの 渡り蟹と海 老とホタテを の せ た
シーフードピザ。魚介の風味を口いっぱいに

苺のクロッフル プレート

に、苺と生クリームをトッピング。甘酸っ
ぱい苺のソースをたっぷりとかけて。

チーズを使用した定番のマルゲリータ。バジル

アップルパイ プレート
Apple Pie Plate

￥880

ほんのりとシナモンが香るリンゴのコン

ポートをふんだんに詰め込 んだ温 かい

アップルパイと自家製バニラアイスの１品。

自家製アイスクリーム
Homemade Ice Cream

ローストポークと
蒸し鶏のタルティーヌ

Roast Pork & Steamed Chiken Tartine
コーヒー または 紅茶 付

￥1,680

自家製カンパーニュの上にローストポークや蒸し

鶏、野菜を盛り付けた具沢山のタルティーヌ。
バルサミコソースやドライトマトをアクセントに。

・バニラ ＆ バニラ

厚切りベーコンと
たっぷりタマゴのサンドイッチ

Vanilla ＆ Vanilla

・バニラ ＆ 季節のアイスクリーム

Thick Sliced Bacon & Egg Sandwich
コーヒー または 紅茶 付

Vanilla ＆ Seasonal Ice Cream

￥1,680

自家製豆乳食パンに厚切りベーコンとたっぷり
のタマゴサラダをサンドしました。

ケーキ各種
Cake

ショーケースからお選びください。

表示料金は消費税込の金額です。／ All prices are inclusive of tax.

￥390

ドリンクセット Drink Set +￥390

お好きなケーキにプラス 390 円でお好きな
ソフトドリンクを提供

Special Drink

（

ラズベリーソルベソーダ
Raspberry Sorbet Soda

Ice

￥650

自家製ラズベリーソルベを添えたソーダ。

ニューサマー オーシャン
Citrus Tamurana Mocktail

Ice

￥650

ニューサマーオレンジドリンクを使用した、
スパークリングノンアルコールカクテル。

ピーチレモンスカッシュ
Peach Lemon Squash

Ice

￥650

桃の優しい甘みとレモンの酸味がマッチし
た爽やかなドリンク。

）

Drink

（

）

コーヒー

Coﬀee

Hot

Ice

￥500

カフェラテ

Cafe Latte

Hot

Ice

￥650

カフェモカ

Cafe mocha

Hot

Ice

￥650

キャラメルラテ

Caramel Latte

Hot

Ice

￥650

ダージリン ティー

Darjeeling Tea

Hot

￥500

アッサム ティー

Assam Tea

Hot

￥500

アイスティー

Ice Tea

Ice

￥500

チャイティー

Chai Tea

Hot

Ice

￥650

ココア

Cocoa

Hot

Ice

￥650

アップル 100％ジュース

Apple Juice

￥500

オレンジ 100％ジュース

Orange Juice

￥500

マンゴードリンク

Mango Drink

￥650

コカ・コーラ

Coca - Cola

￥500

ジンジャーエール

Ginger Ale

￥500

Alcohol

（

）

静岡麦酒（生ビール）

"Shizuoka Bakushu"
Draft Beer

￥750

オールフリー ノンアルコールビール

ALL FREE
Non-Alcoholic Beer

￥650

デュワーズハイボール

Dewar's Highball

￥750

中伊豆ワイナリー グラスワイン（ 赤・白）

Glass of Wine（Red・White）

￥750

表示料金は消費税込の金額です。／ All prices are inclusive of tax.

