価格はすべて税込み
All prices are tax included.
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Grand Menu
グランドメニュー トラベルカフェ

Meat dish

パン または ライス 付き / Meat dish with Bread or Rice

イベリコ豚のトマト煮込み

ビーフシチュー

チキングリル ディアボラ風

ポークカツレツ ミラノ風

Tomato stewed pork

Beef stew

Diabora Chicken grill

Pork cutlet (Milan style)

1,580

1,580

Salad

1,780

1,980

200g

Steak of Beef Round

300g

ミニサラダ

Mini salad ..........

+ 330

Pasta

海老とミックスナッツのジェノベーゼ Shrimp, Nuts and Genovese sauce ......................................... 990

カプレーゼ Caprese ................... 750

アマトリチャーナ Amatri ciana ........................................................................................................... 990

シーザーサラダ Caesar salad .... 870

サーモンとほうれん草のクリームパスタ < 生リングイネ > Salmon, Spinach and Cream sauce ...... 1,100

有機野菜のバーニャカウダ

国産鹿肉のミートソース < 生リングイネ > Venison's meat sauce ................................................ 1,320

870

生ハムと
ヒアルロン酸の美人サラダ
1,300

+ 220

パスタ大盛り Extra pasta +220

国産鹿肉のミートソース

Salad with Prosciutto
(organic vegitables )

スープ

Soup .........

1,980
2,650

グリーンサラダ Green salad ..... 750

Bagna Cauda (organic vegitables ) ........

有機野菜
使用

牛モモ肉のステーキ

有機野菜のバーニャカウダ

Set Drink

11:00- 17:00

サーモンとほうれん草
のクリームパスタ

M 300 / L 350

アマトリチャーナ

内 容 は 裏 面をご 覧ください

Risotto

リゾット大盛り Extra risotto +220

価格はすべて税込み
All prices are tax included.

Appetizer

きのことあさりの和風リゾット Risotto of Mushroom and Clams ( Japanese style) ................................................ 990

ミックスナッツ Mixed nuts .................... 550

黒トリュフとパルミジャーノのリゾット Risotto of Black truffle and Parmigiano ............................................ 1,280

フライドポテト French fries ..................... 550

ポルチーニとフォアグラのリゾット Risotto of Boletus and Foie gras ............................................................ 1,680

∟ + トッピング リュフ塩 Truffle salt ..... +250

鰻と３種チーズのリゾット Risotto of Eel with 3 different cheezes .................................................................... 1,990

オニオンリング Onion ring ..................... 550
オリーブと生ハム Olive and Prosciutto .... 750
オニオンリングと２種のポテト

Onion ring and 2 kinds of French fries ..................

オニオンリングと2 種のポテト

750

スパイシーチキン Spicy fried chicken ...... 750
フライドチキン３種盛り合わせ

Assorted 3 kinds of fried chicken .......................

990

フィッシュ＆チップス Fish and chips .... 990
鰻 と3 種チーズのリゾット

ポルチーニとフォアグラのリゾット

きのことあさりの和風リゾット

ソーセージ盛り合わせ Assorted sausages 990
フォアグラ大根 バケット付き

Foie Gras on sliced radish ( with baguette ) ..........

Pizza

Side menu

マルゲリータ Margherita ................. 990
クワトロフォルマッジ
Quattro formaggi ................................

有機野菜と生ハムのピザ
Organic veges and Prosciutto ................

フォアグラ大根

990

1,300
1,300

ミニサラダ Mini salad ................ 330

スープ Soup ....................... 220

ライス Rice ................................ 220

パン Bread .......................... 220

ライス大盛 Extra rice ............... +220
有機野菜と生ハムのピザ

クワトロフォルマッジ

Sweets
窯焼きスフレの
マスカルポーネクリーム
Mascarpone cheese souffle .......................

バスクチーズケーキ
Basque cheesecake ..................................

Set Drink

300

L

350

紅茶 ( アイス / ホット) ／ 烏龍茶 ／ オレンジジュース ／
グレープフルーツジュース ／ コーラ ／ ジンジャエール

830

ガトーショコラ Chocolate gateau ... 830

M

ブレンドコーヒー ／ アメリカンコーヒー ／ アイスコーヒー ／

830

りんごのタルト Apple tart .............. 830

11:00-17:00

Blended coffee / American-type coffee / Iced coffee / Tea ( Ice / Hot ) /
窯焼きスフレの
マスカルポーネクリーム

バスクチーズケーキ

Oolong tea / Orange juice / Grapefruit juice / Cola / Ginger ale

