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 ◎価格はすべて10％税込表示です。 テイクアウトは税率が変わります。 ◎写真はイメージです。

FOODFOOD フードフード

クアトロフォルマッジ

モッツァレラチーズ、パルメザン、チェダー、ゴル
ゴンゾーラのピッツァです。お好みではちみつ
をかけてお召し上がりください。

¥1,500

サラミのピッツァ

ソフトなミラノサラミとオニオンスライスを使用
したピッツァです。

トマトとアンチョビのピッツァです。お酒のアテ
としてもおすすめ。

¥1,350
シチリアーナ

¥1,350
マルゲリータ

トマトソースとモッツァレラチーズを使った世界
中で知られる定番メニューです。

¥1,250

スモークチキンのピッツァ

嶺北ブランドの「土佐はちきん地鶏」のスモー
クチキンと名産のゆず果汁を使用した嶺北オ
リジナルピッツァです。

¥1,500
三つ葉と生ハムのピッツァ

シャキっとした食感の三つ葉と塩気のきいた生
ハムに温泉卵をのせて、ビスマルク風に仕上げ
ました。季節限定のピザです。

¥1,400

藁焼き鰹のたたきを豪快にトッピングした、高知県
ならではのピッツァです。

¥1,900
藁焼き鰹のたたきのピッツァ

季節
限定

 ＋￥350プラスDrink Setドリンクセット

PizzaPizza ピッツァピッツァ

■ 有機コーヒー（ホット・アイス）
■ ウーロン茶（ホット・アイス）

■ 有機紅茶 ウバ（ホット・アイス）
■ 有機紅茶 アールグレイ（ホット）

■ アップルジュース
■ オレンジジュース

※アラカルトを除くフード、BBQ、スウィーツメニューにドリンクセットを付けることができます。　※￥350でドリンクのおかわりができます。



SkilletSkillet スキレットスキレット

 ◎写真はイメージです。

ジューシーなハンバーグに濃厚なデミグラス
ソースをかけて焼き上げました。
（穀物米、サラダ付き）

トマトハンバーグ 土佐あかうしのステーキ(100g) ハンバーグ

トマトソースとモッツァレラチーズをのせてオ
ーブンで焼き上げています。
（穀物米、サラダ付き）

¥1,450 ¥2,400
「土佐あかうし」のモモ肉をオーブンでじっくり
焼き上げました。岩塩、醤油、わさびで肉本来
の味をお楽しみください。
※提供に15分ほどお時間をいただきます。

6時間じっくり煮込んだハーベステラス特製のビーフ
シチューです。（バケット、サラダ付き）

¥1,700

お子さまカレー
￥800

鶏ひき肉のカレーとフライドポテト、ミ
ニサラダがセットになったお子さま向
けのプレートです。お米には穀物米を
使用しています。アップルジュース付
き。

お子さまハンバーグ
￥800

濃厚デミグラスソースが食欲を
そそるハンバーグプレート。お米
には穀物米を使用しています。ア
ップルジュース付き。

ビーフシチュー

¥1,400

プラス¥110でご飯大盛りに変更できます。

キッズプレートKid’s Plate

龍馬
パスポート
対象

14：00～ご注文いただけます

 ◎価格はすべて10％税込表示です。



プラス¥110でご飯大盛りに変更できます。

 ＋￥350プラス

■有機コーヒー（ホット・アイス）
■有機紅茶 ウバ（ホット・アイス）
■有機紅茶 アールグレイ（ホット）
■ウーロン茶（ホット・アイス）
■オレンジジュース
■アップルジュース

からお選びください。

※アラカルトを除くフード、BBQ、スウィーツ
　メニューにドリンクセットを付けることが
　できます。
※￥350でドリンクのおかわりができます。

 ◎写真はイメージです。

ドリンクセットDrink Set

¥1,200
バターチキンカレー

バターの風味豊かなマイルドなカレーです。穀
物米に野菜をトッピングしています。

￥2,150

土佐あかうし
スペシャルカレー
ハーベステラス特製カリーと「土佐あかうし」
のコラボレーション。ここでしか味わうことので
きない特別なメニューです。

辛さ度・・・

辛さ度・・・

龍馬
パスポート
対象

CurryCurry カレーカレー

お米には、噛むほど旨味が広がる、本山
町の棚田で育てたお米を使用しています。

野菜には、本山町で収穫された季節の揚
げ野菜を使用しています。

食材のこだわり

¥1,200
キーマカレー

鶏、豚と羊の挽肉を使用したキーマカレーです。
穀物米に野菜をトッピングしています。

¥1,200
ほうれん草とチキンのカレー

スパイスで仕上げたほうれん草を
オリジナルカレーにたっぷり加えました。

¥1,200
グリーンカレー

ココナッツの風味と辛さがくせになります。
穀物米に野菜をトッピングしています。

¥1,200
ガパオライス
鶏肉とパプリカを使ったタイ風バジル炒め
ごはん。

PlatePlate プレートプレート

辛さ度 辛さ度

辛さ度

 ◎価格はすべて10％税込表示です。 テイクアウトは税率が変わります。
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A LA CARTE A LA CARTE アラカルトアラカルト

Salad サラダ

フライドポテト
（ケイジャンスパイス/塩）

ピリ辛のケイジャンスパイスと塩味か
らお選びいただけます。

¥500

濃厚チーズのフライ

外はカリカリ、中はトロトロのチーズの
フライ。

¥800

ソーセージの盛り合わせ

フレンドマーケット岐阜県「山之村牧場」
特製のソーセージを4種類盛り合わせ
ました。

¥900

野菜とベーコンの
アヒージョ

ベーコンと野菜をごろっと盛り込ん
だアヒージョです。（バゲット付き）

¥900

・ライス単品 ¥200
・バゲット ¥200(　  )3枚

 ◎写真はイメージです。

シャキシャキのサラダとジューシー

なベーコンを半熟卵でお楽しみく

ださい。（2～3人前）

シーザーサラダ
￥1,000

ほど良い歯ごたえと深い味わいが

魅力の「土佐はちきん地鶏」を使っ

たサラダ。（2～3人前）

スモークチキンサラダ
￥1,000

TAKEOUTできます

TAKEOUTできます

TAKEOUTできます

14：00～ご注文いただけます

大葉、みょうがの高知らしい薬味をトッピング。
お酒の進むカルパッチョにアレンジしました。

¥1,300
藁焼き鰹のカルパッチョ

TAKEOUTできます

TAKEOUTできます

TAKEOUTできます

 ◎価格はすべて10％税込表示です。 テイクアウトは税率が変わります。

高知県原産の日本鶏が交配のベースとなる鶏です。脂肪が少なく、ほどよい歯ご
たえがあり、身の締まった味わい深さが特徴です。土佐はちきん地鶏とは



SWEETSSWEETS スウィーツスウィーツ

 ◎写真はイメージです。

14：00～ご注文いただけます

コーヒーゼリーにバニラアイス、
黒蜜、白玉団子、きな粉を合わせ
ました。

コーヒーゼリーパフェ
￥750

リンゴのコンポートとシナモンを練り込んだパウン
ドケーキです。

自家製りんごの
パウンドケーキ

￥550

しっとりした食感のチョコレートを味わえる、クラ
シックなガトーショコラケーキです。

自家製ガトーショコラ
￥750

ずっしり濃厚なクリームチーズとさわやかな酸味をご堪
能ください。

自家製チーズケーキ
￥750

さわやかなリンゴの酸味が口
いっぱいに広がるアップルパ
イです。

アップルパイ
￥650

生乳を６０％使用したミルク感
たっぷりのソフトクリームです。

冬季販売休止冬季販売休止

ミニソフトクリーム

濃厚なラムレーズンアイスの上に
自家製のティラミスを重ねた、大人
の味のスウィーツです。

ティラミスパフェ
￥750￥390

TAKEOUTできます

 ◎価格はすべて10％税込表示です。 テイクアウトは税率が変わります。

 ＋￥350プラス

■ 有機コーヒー（ホット・アイス）
■ ウーロン茶（ホット・アイス）

■ 有機紅茶 ウバ（ホット・アイス）
■ 有機紅茶 アールグレイ（ホット）

■ アップルジュース
■ オレンジジュース

※アラカルトを除くフード、BBQ、スウィーツメニューにドリンクセットを付けることができます。　※￥350でドリンクのおかわりができます。

Drink Setドリンクセット



夏季限定 ※提供時期はスタッフにお問い合わせください。

有機コーヒー （ホット・アイス）

カフェラテ （ホット・アイス）

カプチーノ （ホット）

有機紅茶 ウバ （ホット・アイス）

有機紅茶 アールグレイ（ホット）

チャイ （ホット・アイス）

ホットゆず

島茶 （ホット）

￥480

￥520

￥520

￥480

￥480

￥520

￥550

￥480

自家製ジンジャーエール

ゆずスカッシュ

しそスカッシュ

アップルジュース

オレンジジュース 

コーラ

ウーロン茶

マンゴーラッシー

高知県内で育てられたショウガを使用しています。
ピリッとした辛口の自家製ジンジャーエールです。

高知県産のゆずを皮まで丸ごと使ったゆずジャム入り
スカッシュです。ゆずのさわやかな香りをお楽しみください。

本山町で育てられた赤しそを使用しています。
すっきりとした味わいに仕上げました。

厳しい環境保全や労働環境の基準をパスした、
レインフォレスト認証農園産コーヒー豆を使用しています。

自然あふれる沖縄県西表島で育ったレモングラスや
月桃の葉などのハーブを使用しています。

￥550

￥550

￥550

￥450

￥450

￥480

￥450

￥550

DRINKDRINK ドリンクドリンク

 ◎写真はイメージです。

TAKEOUTできます

 ◎価格はすべて10％税込表示です。 テイクアウトは税率が変わります。

マークの商品は￥350でおかわりができます。



ALCOHOLALCOHOL アルコールアルコール

 ◎価格はすべて10％税込表示です。 ◎写真はイメージです。

マークのついた桂月の日本酒ラインナップ７種の中から、お好きな
３種をお選びいただけます。銘柄ごとに異なる味わいをお楽しみください。

桂月 飲み比べセット    　 3杯セット ￥1,200

吟之夢 純米吟醸55
KURAMASTER2018プラチナ賞受賞

嶺北産の酒造好適米「吟の夢」を55％精米し、恵まれた自
然環境の中で丹念に仕込んだ純米吟醸酒。料理を選ば
ず、洋食との相性も良い上品な香りのお酒です。

グラス
300mlボトル

￥550
￥1,100

グラス
300mlボトル

￥600
￥1,200

CEL24 純米大吟醸50
ＩＷＣ2019ゴールド受賞、ＫｕｒａＭａｓｔｅｒ2019プラチナ賞受賞

嶺北産の酒造好適米「吟の夢」を50%精米し、高知酵
母ＣＥＬ24で仕込んだ純米大吟醸。フルーティーな甘
みと爽やかな香りで、日本酒が苦手な方にもおすす
めです。

グラス
300mlボトル

￥550
￥1,100

超辛口 特別純米酒60
嶺北地方にて栽培された「秋津穂（アキツホ）」を使用し、
すっきり辛口に仕上げた特別純米酒。料理の味を邪魔し
ない食中酒にぴったりのお酒です。特にお魚料理との相
性に優れます。

グラス
300mlボトル

￥550
￥1,100

相川誉 山廃純米酒58
標高300m～600mの山間に広がる土佐町相川の棚田で
育った酒造好適米「吟の夢」を、山廃仕込みで純米酒に
しました。食中酒に最適です。特にお肉料理との相性に
優れます。

グラス
300mlボトル

￥600
￥1,200

にごり 純米大吟醸50 
高知県嶺北地方産の酒造好適米「吟の夢」を50%精米し、
丹念に仕込んだ純米大吟醸のにごり酒。フルーティーな香
りとなめらかな舌触りで、女性にも人気の商品です。

銀杯
嶺北で栽培された「秋津穂（アキツホ）」を使用し、何十年
も変わらない仕込み方で、昔ながらの味を守って醸された
お酒。飲み飽きず、料理を選ばない、地元で愛され続ける
土佐の日常酒。

グラス
熱燗一合

￥400
￥550

KURAMASTER2020 純米大吟醸部門 プラチナ賞受賞

Sake Nature 2019
酒造のある土佐嶺北地方の棚田にて、有機肥料のみを用
いて栽培された特別栽培の酒造好適米「吟の夢」を100％
使用し、恵まれた自然環境の中で生酛作りにより仕込んだ
純米大吟醸酒です。

グラス
300mlボトル

￥800
￥1,900

YUZU SAKE  ゆず酒 
さわやかな柚子の香りと酸味と日本酒が調和した、ゆずと日
本酒のリキュール。甘さを抑えた絶妙のバランスにより、幅広
い料理との相性に優れます。スイーツとの相性も良いです。

グラス
300mlボトル

￥600
￥1,200

SakeSake 日本酒日本酒

土佐嶺北地方で明治10年（1877年）の創業以来140年以上、高品質な酒造りを行ってきた土佐酒造。酒造りに
使用する棚田米は、半径5km以内にこだわり、テロワールを大切にしています。この地特有の良質の軟水を用い、
少量生産で手作りされた日本酒をぜひご賞味ください。

土佐嶺北の棚田米にこだわった日本酒
K
E
I
G
E
T
S
U



Craft BeerCraft Beer クラフトビールクラフトビール

 ◎写真はイメージです。

本山町を流れる汗見川特産の赤しそを使用したサワービールです。
赤しその色や味わいを生かした爽やかな酸味があります。

4種のホップと土佐文旦果皮を使
用しました。心躍るジューシーなアロ
マ感と鮮やかな苦味が絶妙なバラ
ンスです。

和醸ケルシュ

高知県生まれの日本酒酵母とビー
ル酵母が、和をもって醸すビール。
低温でじっくりと醸すことで、独特の
吟醸香と、爽やかなキレを実現しま
した。

本山町を流れる汗見川特産の
赤しそで作ったサワー。甘さは控
えめで、しその爽やかな香りを
楽しめます。

高知県産のゆずを皮まで丸ごと使ったゆずジャム入りサワー。
ゆずの酸味と、はちみつのさっぱりした甘さが楽しめます。

土佐IPA

天空の郷こめホワイトエール

小麦モルトを土台に高知県産のお米と山椒を使用しました。
品の良い甘さと酸味が広がるスッキリとした味わいです。

¥820

¥920

¥820 ¥820¥820
ゆずペールエール

高知県産のゆずの皮を贅沢に使
用しました。ホップの苦味を抑えて、
フルーティーさと豊かなフレーバー
が残る味わいです。

地域原産、地域循環、クラフト精神こだわった、新進気鋭のブルワリー。
創造性と遊び心溢れる高知県生まれのクラフトビール。

ハイボール
ノンアルコールビール
カシスオレンジ
カシスソーダ
赤ワイン (グラス)
　　　  (ボトル)
白ワイン (グラス)
　　　  (ボトル)

 ￥650
 ￥700
￥580
￥500
￥580
￥580
￥650

￥2,500
￥650

￥2,300

その他

TOSACO

本山町赤しそサワーエール

しそサワー
¥580

ゆずサワー
¥580

TOSACO
×

本山町限定

コラボ
ビール

本
山
の
お
す
す
め

本山のおすすめ

土佐れいほく素材のサワー
TAKE
OUT
できます
生ビール

イートイン

テイクアウト

 ◎価格はすべて10％税込表示です。
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