WEEKLY LUNCH

11：30～14：00LO

＊下記メニューはサンプルです。メニューは週替わりにてご用意しております。

Pasta lunch served with salad, bread & café
･･･････････････････････････････････････････････････････････
パスタランチ サラダ、パン、コーヒーまたは紅茶付き ＊2 種類からお選びください。
A：サーモンとズッキーニのトマトクリームスパゲティ
B：若鶏とフレッシュトマトスパゲティ・ジェノヴェーゼ

¥1,100

Sandwich lunch served with soup & café
･･････････････････････････････････････････････････････････････
サンドウィッチランチ スープ、コーヒーまたは紅茶付き
ローストポークとセミドライトマト、フレッシュリーフのサンドウィッチ

¥1,100

Curry rice lunch served with salad & café
･････････････････････････････････････････････････････････････
カレーランチ サラダ、コーヒーまたは紅茶付き
シーフードフリッターと旬野菜を添えたカレーライス

¥1,100

Soup lunch served with salad, bread & café
････････････････････････････････････････････････････････････
スープランチ サラダ、パン、コーヒーまたは紅茶付き
グリルベーコンと季節野菜を添えたニンジンのポタージュ

¥1,100

Salad lunch served with soup, bread & café
･････････････････････････････････････････････････････････････
サラダランチ スープ、パン、コーヒーまたは紅茶付き
スパイシーチキンとアボカド、カポナータを添えたサラダ バジルドレッシング

¥1,100

Kid’s menu served with corn soup, juice & ice cream
＊ご注文は小学生以下のお子様に限ります。
キッズメニュー ミニスープ、ジュース（オレンジまたはアップル）、本日のアイスクリーム付き
ツナとハム、スイートコーンのキッズスパゲティ・ナポリタン アグネス風
ロースハムとふわふわスクランブルエッグのキッズサンドウィッチ
ソーセージとクリームコロッケを添えたキッズカレーライス
ミートソースとトマトソースのライスグラタン

キッズドリア

目玉焼きとフライドポテト、温野菜を添えたキッズハンバーグ

Cake from the Agnes pastry boutique
･･････････････････････････････････････････････････････････････
アグネス・ペストリーブティックよりお好きなケーキ ＊テーブルまでサンプルをお持ちいたします。

Lunch glass wine (red or white)
ランチグラスワイン（赤・白）
¥500
Lunch soft drinks (juice, coke, ginger ale or oolong tea)
ランチソフトドリンク各種

＊Prices are subject to consumption tax

メニュー料金に消費税を別途頂戴します。.

＊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。

¥800
¥800
¥800
¥800
¥1,000

¥ 400～

¥400

WEEKEND LUNCH

11：30～15：00LO

＊下記メニューはサンプルです。メニューは週替わりにてご用意しております。

Lunch course: Appetizer, Main dish, Dessert, bread & café

¥2,800

ランチコース：オードブル、メインディッシュ、デザート、パン・コーヒーまたは紅茶付き
ズワイガニの香草ローストとマチェドニア添え スダチ風味ビネグレット
オーストラリア産仔羊背肉のロースト カポナータ添え 粒マスタードソース
ペストリーブティックよりお好きなケーキ
Pasta lunch served with salad, bread & café
････････････････････････････････････････････････････････････
パスタランチ サラダ、パン、コーヒーまたは紅茶付き ＊2 種類からお選びください。
A：季節野菜がたっぷり入ったアンチョビ風味のスパゲティ・オルトラーナ
B：特製ミートソースとナスのスパゲティ・ボロネーゼ

¥1,100

Sandwich lunch served with soup & café
･･･････････････････････････････････････････････････････････････
サンドウィッチランチ スープ、コーヒーまたは紅茶付き
ローストチキンとベーコン、アボカドのサンドウィッチ

¥1,100

Curry rice lunch served with salad & café
･････････････････････････････････････････････････････････････
カレーランチ サラダ、コーヒーまたは紅茶付き
スパイシービーフと旬野菜を添えたカレーライス

¥1,100

Soup lunch served with salad, bread & café
･････････････････････････････････････････････････････････････
スープランチ サラダ、パン、コーヒーまたは紅茶付き
温度卵を添えた野菜たっぷりのミネストローネスープ

¥1,100

Salad lunch served with soup, bread & café
･････････････････････････････････････････････････････････････
サラダランチ スープ、パン、コーヒーまたは紅茶付き
グリルベーコンときのこのマリネを添えたサラダ 粒マスタードドレッシング

¥1,100

Kid’s menu served with corn soup, juice & ice cream
＊ご注文は小学生以下のお子様に限ります。
キッズメニュー コーンスープ、ジュース、本日のアイスクリーム付き
ツナとハム、スイートコーンのキッズスパゲティ・ナポリタン アグネス風
ロースハムとふわふわスクランブルエッグのキッズサンドウィッチ
ソーセージとクリームコロッケを添えたキッズカレーライス
ミートソースとトマトソースのライスグラタン

キッズドリア

目玉焼きとフライドポテト、温野菜を添えたキッズハンバーグ
Cake from the Agnes pastry boutique
･･････････････････････････････････････････････････････････････
アグネス・ペストリーブティックよりお好きなケーキ ＊テーブルまでサンプルをお持ちいたします。

Lunch glass wine (red or white)
ランチグラスワイン（赤・白）
¥500
Lunch soft drinks (juice, coke, ginger ale or oolong tea)
ランチソフトドリンク各種

＊Prices are subject to consumption tax
メニュー料金に消費税を別途頂戴します。
＊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。

¥800
¥800
¥800
¥800
¥800
¥1,000
¥ 400～

¥400

