Sandwich & Burger, Tortilla Pizza

LIGHT DINNER SET
ライトディナーセット ￥2,000

Today’s sandwich

本日のサンドウィッチ

18：00～20：00LO

￥1,100

BLTA (bacon, lettuce, tomato & avocado) sandwich

ベーコン、レタス、トマト、アボカドのサンドウィッチ

Today’s soup

￥1,200

American club house sandwich (include egg & chicken)

本日のスープ

アメリカンクラブハウスサンドウィッチ

Select one dish: PARK WESTON burger or Tortilla pizza or Today’s salad
お好きな１皿 パークウエストンバーガー または トルティーヤピッツァ または 本日のサラダ
Select one drink: Glass wine or Beer or Cocktail or Soft drink
指定ドリンクメニューよりお好きな１杯 グラスワイン、ビール、カクテル、ソフトドリンク

PARK WESTON burger

￥1,500

*add avocado, fried egg +¥100 each

パークウエストンバーガー

＊アボカド、フライエッグの追加 ¥100

￥1,500

Tortilla pizza MARGHERITA with fresh mozzarella

モツァレラチーズのマルゲリータ トルティーヤピッツァ

￥1,100

Tortilla pizza with bacon, seasonal vegetables & ricotta

ベーコンと季節野菜、リコッタチーズ トルティーヤピッツァ

￥1,100

Tortilla pizza with four cheese: gorgonzola, ricotta, mozzarella & grana-padano

クワトロフォルマッジ トルティーヤピッツァ（ゴルゴンゾーラ、モツァレラ、リコッタ、グラナパダーノ）￥1,200

Starter

Dessert

Today’s salad

本日のサラダ

¥1,100 / small ¥700

“Insalata Caprese” tomato & mozzarella with raw ham

プロシュートとトマト、モツァレラチーズのカプレーゼ

¥1,300 / small ¥800

Today’s soup *ask

本日のスープ

¥700

¥2,500

Pan-roasted natural seabream & angel shrimp, lemon oil sauce

¥2,800

Grilled Australian or NZ beef rib 200g

豪州産またはＮＺ産ビーフリブロースのグリル 200g

¥3,000

Grilled Japanese beef rump

国産牛ランプ肉のグリル 120ｇ

Today’s assorted ice cream & sherbet

本日のアイスクリーム、シャーベット ３種取り合わせ

￥700

＊ご注文は小学生以下のお子様に限ります。

Kid’s Hamburg steak set: with chicken rice & omelet, spaghetti, fried potato & salad

Grilled seabass & scallop, with summer vegetables, SUDACHI citron & white wine sauce

天然真鯛と天使の海老のポワレ さわやかなレモンオイルソース

¥500~

本日のケーキ各種（アグネス・ペストリーブティックより）

Kid’s plate with corn soup & vanilla ice cream

Main Dish
スズキとホタテ貝のグリル 夏野菜添え すだち風味のブールブランソース

Today’s cake from THE AGNES PASTRY BOUTIQUE

¥2,800

¥1,300

お子様ハンバーグセット（パン付き）
コーンスープ、オムライス、スパゲティナポリタン、ポテトフライ、サラダ、バニラアイス付き
Kid’s Hamburg steak & fried shrimp set: with chicken rice & omelet, spaghetti, fried potato & salad

¥1,800

お子様ハンバーグ＆エビフライセット（パン付き）
コーンスープ、オムライス、スパゲティナポリタン、ポテトフライ、サラダ、バニラアイス付き
Kid’s beef steak & shrimp set: with chicken rice & omelet, spaghetti, fried potato & salad

¥2,400

お子様ビーフステーキ＆エビフライセット（パン付き）
コーンスープ、オムライス、スパゲティナポリタン、ポテトフライ、サラダ、バニラアイス付き

Japanese beef tenderloin steak

国産牛フィレ肉のステーキ 150g

¥5,000

Japanese beef sirloin steak

国産牛サーロイン肉のステーキ 150g

¥5,000

＊ワインリスト・ドリンクメニューをご用意しております。

Original cocktail / Non-alcohol cocktail

オリジナルカクテル各種 / ノンアルコールカクテル各種

Bread or Rice
パン または ライス

Drink

¥300

¥800~ / ￥600~

Glass Wine (Red / White) / Bottle Wine (Red / White)

グラスワイン（赤・白） / ボトルワイン（赤・白）

¥800~ / ¥3,500~

KIRIN Draft beer “HEARTLAND” 100% malt / Beer

生ビール / ビール各種（ハートランド、一番搾り、スーパードライ）
*All rice used in our dishes is 100% produce of Japan 当店では国産米を使用しております。
Prices are subject to consumption tax *10% service charge are included in the price.
上記料金に消費税を頂戴いたします。
（10%のサービス料は含まれています）

￥850 / ￥750

Café drinks / Soft drinks

カフェドリンク各種 / ソフトドリンク各種

¥550~ / ¥450~

