
お子さまカレー
￥800

鶏ひき肉のカレーとフライドポテト
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。

¥1,250

¥1,250 ¥1,250 ¥1,250

辛さ度・・・

グリーンカレー

ココナッツの風味と辛さがクセになります。

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。

鶏と豚の合挽肉のベーシックなカレーです。

キーマカレー

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。

辛さ度 辛さ度

辛さ度・・・

フードの各メニューはプラス110円でご飯大盛りに変更できます。(焼きカレー・オムライスは対象外)

 ＋￥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）
■ハーブティー カモミール（ホット）
■ハーブティー ジンジャー（ホット）
■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。
※フード、スウィーツの各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。

ドリンクセット

CurryCurry カレーカレー

 ◎価格はすべて10％税込表示です。 ◎写真はイメージです。

キッズプレートKid’s Plate

FOODFOOD フードフード

Drink Set



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。あつあつスキレットでお召し上がりください。
(日替わりパン、サラダ付き)

¥1,800
ビーフシチュー

ハンバーグ
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。（穀物米使用、サラダ付き）

¥1,550 ¥1,350

¥1,300¥1,200¥1,450

焼きカレー
特製カレーとチーズを一緒にオーブンで焼き上げたあつあつの
カレーです。 

オムライス（デミグラスソース）
地元「安井ファーム」の卵を使用した
オムライス。特製デミグラスソースで
お召し上がりください。

オムライス（トマトソース）
地元「安井ファーム」の卵を使用した
オムライス。特製トマトソースで
お召し上がりください。

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
ごはんです。（穀物米使用、サラダ添え）

SkilletSkillet スキレットスキレット

Omllette & PlateOmllette & Plate オムライス & プレートオムライス & プレート

 ◎価格はすべて10％税込表示です。 ◎写真はイメージです。



PizzaPizza ピッツァピッツァ

甘辛い醤油ベースのソースで味付けされた鶏肉の
ピッツァです。

¥1,550
照り焼きチキンのピッツァ

高知県大川村の自然豊かな環境で育った貴重な
「土佐はちきん地鶏」を使用。ゆずの香りとともに
お楽しみください。

¥1,800
スモークチキンのピッツァ

パルメザン、チェダー、ゴルゴンゾーラ、モッツァレラの
４種のチーズを使用。お好みではちみつをかけてお召
し上がりください。

¥1,550
クアトロフォルマッジ

¥1,250
トマトソースの酸味と生地本来の旨味をお楽しみください。

マルゲリータ

 ＋￥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）

■ ハーブティー ジンジャー（ホット）
■ ハーブティー カモミール（ホット）

■ オレンジジュース
■ アップルジュース

※フード、スウィーツの各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

 ◎価格はすべて10％税込表示です。 ◎写真はイメージです。



Salad

A LA CARTE A LA CARTE アラカルトアラカルト

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
塩味をお選びいただけます。

¥600

ソーセージの
盛り合わせ

フレンドマーケット「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。

濃厚チーズのフライ

外はカリカリ、中はトロトロの
カマンベールチーズのフライ。

¥800

厚切りベーコンの
ソテー

厚切りベーコンをスキレットで
香ばしく焼き上げました。

¥800

チーズとベーコンの
フレンチトースト

フレンチトーストにチーズと
ベーコンをトッピングしました。

¥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3枚付き。

フィッシュ＆チップス

ガーリック風味の白身魚を
タルタルソースとスイートチリ
ソースで。

¥1,200

¥1,100 ¥1,000

¥1,000

¥500

土佐はちきん地鶏の
スモークチキンサラダ

平飼いで大切に育てられた地鶏を使用。
コクのある深い味わいをお楽しみください。

シーザーサラダ

シャキシャキのサラダとジューシーな
ベーコンに半熟卵を添えました。

グリーンサラダ

新鮮な野菜をふんだんに使ったボリューム
満点のサラダです。

¥800

・ライス単品 ¥250 ・バゲット ¥250

･ミネストローネ
･コーンクリーム
･かぼちゃのポタージュ

※写真はミネストローネ

スープ（各種）

¥1,000

(　  )3枚

 ◎価格はすべて10％税込表示です。 ◎写真はイメージです。



SWEETSSWEETS スウィーツスウィーツ

しっとりと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
リンゴのコンポートとシナモン
を練りこ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

デニッシュソフト

バターの香り豊かなデニッシュ
と濃厚なソフトクリームを合わ
せたひと品です。

¥750
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。
※単品でのご注文は、テイクアウトのみの
　販売とさせていただきます。

¥400
コーヒーゼリーパフェ

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。

¥800
ティラミスパフェ

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

¥750

フレンチトースト

ふわふわに焼き上げたフレンチトースト。
ベリーソースでお楽しみください。

¥900
アップルパイ

さわやかなりんごの酸味が口いっぱいに
広がるアップルパイです。

¥750
自家製ベイクドチーズケーキ

濃厚な味わいのチーズケーキです。
¥750

ミニソフトクリーム

 ◎価格はすべて10％税込表示です。 ◎写真はイメージです。

 ＋￥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）

■ オレンジジュース
■ アップルジュース

Drink Setドリンクセット

※フード、スウィーツの各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。

■ ハーブティー ジンジャー（ホット）
■ ハーブティー カモミール（ホット）



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

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)

ハーブティー カモミール (ホット ) 

ハーブティー ジンジャー (ホット ) 

￥500

￥550

￥550

￥500

￥500

￥550

￥500

￥500

自家製ジンジャーエール

コーラ

アップルタイザー

アップルジュース

オレンジジュース

マンゴージュース 

ラッシー

マンゴーラッシー

メロンクリームソーダ

コーヒーフロート

ノンアルコール

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。

北陸を代表する『三郎丸蒸留所』のこだわりの詰まった
ウイスキーを使用しています。

￥550

￥500

￥600

￥450

￥450

￥500

￥550

￥550

￥600

￥550

アルコール

ソフトドリンク

プレミアムモルツ（生）

グラスワイン（赤・白）

オールフリー

￥600

￥600

￥500

サンシャインウイスキー
プレミアムハイボール

ハイボール

￥700

￥550

 ◎価格はすべて10％税込表示です。

DRINKDRINK ドリンクドリンク

マークの商品は￥350でおかわりができます。
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