ランチ全品 サラダバー付
All Lunch Sets Includes Salad Buffet.

サラダバー［ 単品 ］ 950＋TAX

「サラダバーのみ」もご 利用いただけます
You Can Order Salad Buffet Only.

Salad Buffet［ Single Item ］

NEW
茄子とチキンのパスタ
スパイシートマトソース

1,100＋TAX

Eggplant ＆Chicken Spaghetti with Spicy Tomato Sauce

シラーチャ&タバスコのスパイシートマトソースがやみつきに

クレオール風
1,000＋TAX
ガンボプレート［ ライス付 ］
Creole Gumbo Plate［ includes Rice ］

ガンボ（オクラ）とたっぷりの具材をトマトとスパイスで煮込んだスープ

フライドチキンファフィータ

［ ジャンバラヤ・トルティーヤ付 ］

1,100＋TAX

Fried Chicken Fajita［ includes Jambalaya, Tor tilla ］
サクサクなクリスピーフライドチキンと濃厚タルタルが相性抜群

DRINK BAR

ドリンクバー 200＋TAX
Add a Self Ser vice Drinks for
200 yen to Your Food Order.

ケイジャン
ミートボールパスタ
Cajun Meat Ball Spaghetti

1,000＋TAX

キャロルバーガー

1,100＋TAX

CAR ROLL Burger［ includes French Fries ］

ケイジャングリルサーモンファフィータ

1,300＋TAX

Cajun Salmon Fajita［ includes Jambalaya, Tor tilla ］
レモンが爽やかに香る、スパイスと香草で焼き上げたサーモン

● コーヒー（Hot/Iced）

● グレープフルーツジュース

● ウーロン茶（Iced）

● 緑茶・紅茶各種（Hot）

Coffee

Oolong Tea

● オレンジジュース

BEER ランチ生ビール［ 1杯 ］390

Tea

200g

1,100＋TAX

Grilled Chicken

400g

1,500＋TAX

＋TAX

100 ＋TA X ］

グリルビーフファフィータ

［ ジャンバラヤ・トルティーヤ付 ］

1,600＋TAX

Grilled Beef Fajita［ includes Jambalaya, Tor tilla ］
香ばしくグリルされた肉厚ビーフに、香草ソースを添えて

DESSERT SET

ミニワッフル＆アイス
Mini Waff le &
Ice Cream

Orange Juice

● アサヒスーパードライ Asahi Super Dr y［ Glass 300ml ］

Grapefr uit Juice

鶏もも肉のグリル

［ ライス別売 +

［ Rice Sold Separately + 100 ＋TAX ］

ジューシーな肉汁溢れるビーフパティがボリューミー

［ ジャンバラヤ・トルティーヤ付 ］

Jerk Chicken Spaghetti with Chili Meat & Avocado

キャロル風チリミートの混ぜパスタ

ゴロッとミートボールとトマトソースのコンビ

［ フレンチフライ付 ］

アボカドジャークチキンの
チリミートパスタ
1,100＋TAX

HIGHBALL

350＋TAX

ランチハイボール［ 1杯 ］390＋TAX

● ブラックニッカクリア Black Nik ka Clear［ Glass 300ml ］

季節や仕入状況により内容が変更になる場合もございますのでご了承ください。お米の産地情報については係りの者にお尋ねください。
〈食物アレルギーがご心配のお客様へ〉1.当店ではアレルゲン27品目の使用
リストをご用意させていただいておりますので係りの者にお尋ねください。2.当店で使用している魚介類には、えび・かに等が混在している場合があります。3.アレルギー物質に対する感受性には個人差がありま
す。使用する原材料の製造工場や店舗内においては、同一の調理器具・洗浄機を使用しておりますので、微量でも反応してしまう可能性のあるお客様はご注意ください。Please note that the content is subject

to change depending on the season or stock. For information about the production area of rice, please kindly ask one of our staff members.〈For customers with food allergies〉1）An allergen
list of 27 items is available. Please feel free to ask our staff. 2）Shrimps and crabs may be contained in the seafood ingredients we use at our restaurant. 3）Tolerance against allergen varies
among individuals. Since our preparation and cooking process involves shared cookware and dishwasher, please be extra cautious if you react to a slight amount of allergen.

