
All 1,680 yen

Include salad bar,  drink bar and main dish

Pri x Fi xe Lunch 11:30-14:00 L.o.14:00

メイン料理とサラダバーとドリンクバーのセット

下記のメイン料理より1品お選びください

Please choose the main dish from below

アルコール及び他のドリンクもご用意（別途料金）
Alcohol and other drinks available (extra charge)

All 1,280 yen All 1,480 yen

ローストビーフと温泉玉子の
スキレットピラフ

 (和風バルサミコ or 行者ニンニクソース）

Roast beef and an hotspring egg pilaf in a skillet 
(Japanese balsamic sauce or garlic sauce)

完熟トマトのベジスープカレー
彩り野菜添え 十六穀ライス
Vegetable soup curry with ripened tomatoes, 
colorful roasted vegetables and 16-grain rice

Muslim-friendly
ソイミートと野菜の
ヘルシーバーガー

オーガニックポテトフライ
Healthy soy meat and vegetable hamburger 

with organic potatoes

 Vegan

Muslim-friendly

新鮮野菜と
スパイシーチキンバーガー
オーガニックポテトフライ

Spicy chicken and fresh vegetable hamburger 
with organic potatoes

Muslim-friendly

ビーフのコロダッチグリル
玉ねぎのソース

 (スキレットブレッド or ライス）

Grilled beef and roasted vegetables with onion 
sauce in a small dutch oven (Bread or Rice)

Muslim-friendly

国産牛100%パティの
チーズハンバーガー

オーガニックポテトフライ
100% Japanese beef cheeseburger

with organic potatoes

Muslim-friendly

充実の新鮮サラダバーが
付いています。

Salad bar

 Children's menu in small dutch oven
 Salad bar / drink bar is not included

スープ・サラダ・海老フライ・ポテトフライ
シーフードグラタン・ミニハンバーグ・オムライス
パスタ・アイスクリーム・オレンジジュース
※大豆、卵、小麦、海老、乳（そば コンタミ)が含まれています。

1,280 yenお子様コロダッチ
※サラダバー・ドリンクバーは付きません

Include

A full fresh salad bar all you can eat

Drink bar
Include

“コーヒー”または“紅茶”飲み放題が付いています。
All you can drink "coffee" or "tea"

海のガレット
シーフードを散りばめて
Sea Galette Scattered over seafood

大地のガレット
旬野菜のローストとクリームソース

Galette of the TERRA
with roasted vegetable and cream sauce

Lacto-Ovo Vegetarian

サイドメニュー
デザートは裏面
side menu & Dessert

on the back



サイドメニューSide dish

890 yenMuslim-friendly

マグロの生ハム レモンのコンフィ
Tuna prosciutto with lemon confit

890 yenLacto-Vegetarian

道産チーズ2種盛合せ
Assorted cheese plate

790 yen

アンティパストミスト 前菜の盛り合わせ
"Antipast mist" Assorted appetizers

390 yenVegan

道産豆入り キヌアと野菜のベジスープ
Quinoa and vegetable soup with Hokkaido beans

390 yenVegan

モロッコ風トマトのスープ
Moroccan-style tomato soup

390 yen

本日のスープ
Soup of the day

デザートDessert

メニューに「安心」ベジマーク表示Vegetarian-friendly symbols

590 yenMuslim-friendly

シャーベットいろいろ （下記から3種お選びください）
ハスカップ / ヘーゼルナッツ・クリスプ / キウイ＆バナナ / ウォールナッツ・キャラメル /
グリーンティ / マラクヤオレンジ
Variety of sorbet (please choose 3 types)

Vegan 390 yenMuslim-friendly

オーガニックポテトのフライ
Organic french fries

390 yenLacto-Vegetarian

ガーリックトースト
Toasted garlic bread

Muslim-friendly

濃厚クリームのベリーベリー・クッキーシュー
Concentrated berry berry cream cookie

890 yenLacto-Ovo Vegetarian

とろけるガナッシュ チョコレートのフォンダン アイス添え
Melted ganache chocolate fondant with ice cream

980 yenLacto-Ovo Vegetarian

黒大豆のかき氷に雪みつアイスをのせて マールの香り
TERRA original caramelized snow ice cream with Marc de la champagne brandy

790 yenLacto-Ovo Vegetarian

Muslim-friendly

焼きとうもろこしのクレームブリュレ バニラビーンズの香り
Baked corn's crème brulee vanilla beans flavor

590 yenLacto-Ovo Vegetarian

Muslim-friendly ムスリムフレンドリーメニュー。豚肉及び豚由来ものは使用しておりません。
The items with this symbol are Muslim Friendly.
(Not containing pork and alcohol)

Ovo-Vegetarian 魚類・肉類を一切使用しておりません。
卵は使用しております。

魚類・肉類を一切使用しておりません。乳製品は
使用しております。

Lacto-Ovo VegetarianVegan 魚・肉類・動物性脂肪分、乳製品・卵・ハチミツ等を
一切使用しておりません。100%植物性です。

魚類・肉類を一切使用しておりません。乳製品は
使用しております。

Lacto-Vegetarian

Muslim-friendly

北海道ヨーグルトのクレームダンジュ 寒天はちみつをのせて
Crème d'ange - Fluffy Hokkaido yoghurt mouse with agar honey 

690 yenLacto-Vegetarian


