
DINNER
MENU



フルーツとブラータチーズのカプレーゼ

生ハムとサラミの盛り合わせ

MARCHのグリーンサラダ

トロサーモン・いくら・タルタルのブルスケッタ

MARCHグリーンサラダ

キャロットラペのサラダ

フルーツとブラータチーズのカプレーゼ

厚切りベーコンのポテトサラダ

生ハムとサラミの盛り合わせ

アンチョビキャベツ

とろサーモンのカルパッチョ

前菜

¥680（税込 ¥748）

¥480（税込 ¥528）

¥1,680（税込 ¥1,848）

¥980（税込 ¥1,078）

¥980（税込 ¥1,078）

¥680（税込 ¥748）

¥880（税込 ¥968）

トロサーモン・いくら・タルタルの
ブルスケッタ

ワインによく合うブルスケッタ

¥980（税込 ¥1,078）

生ハムとカッテージチーズの
ブルスケッタ

¥980（税込 ¥1,078）



パン2種盛り

ライス単品

単品

¥250（税込 ¥275）

¥250（税込 ¥275）

明太子とじゃがいものアヒージョ

明太子とじゃがいもの
アヒージョ

海老とマッシュルームの
アヒージョ

バゲットとご一緒に

¥960（税込 ¥1,056）

追加バゲット ¥250（税込 ¥275）

¥980（税込 ¥1,078）

おのみもの

生ビール

グラスワイン （赤 / 白 / スパークリング）

ボトルワイン （赤 / 白 / スパークリング）

¥590（税込 ¥649）

¥590（税込 ¥649）

¥3,000（税込 ¥3,300）

ハーブポテトフライ～トリュフ香るディップ添え～ 小海老のフリット～自家製タルタル仕立て～

ハーブポテトフライ
～トリュフ香るディップ添え～

小海老のフリット
～自家製タルタル仕立て～

揚げもの

¥680（税込 ¥748）

すべてのドリンクメニューは
別紙をご覧ください！

¥780（税込 ¥858）



和風おろしハンバーグ
¥1,180（税込 ¥1,298）

ベーコンエッグチーズハンバーグ
¥1,380（税込 ¥1,518）

トマトチーズハンバーグ（バジルソース）
¥1,380（税込 ¥1,518）

オニオングラタン風ハンバーグ
¥1,280（税込 ¥1,408）

★煮込みデミグラスハンバーグ
¥1,280（税込 ¥1,408）

和風檸檬ハンバーグ
¥1,180 （税込 ¥1,298）

塩ねぎダレおろし

ポーク
100%

豚軟骨
入り

コリコリの

M A IN DISH

ライス単品 ¥250（税込 ¥275） パン2種盛り ¥250（税込 ¥275）

★アボカドてりやきハンバーグ
¥1,480（税込 ¥1,628）



Gutsu
Gutsu

焼き野菜と
香草ローストチキン
¥1,280（税込 ¥1,408）

★トマトソースの
　ロールキャベツ

ホワイトソースの
ロールキャベツ

¥1,280（税込 ¥1,408） ¥1,280（税込 ¥1,408）

ローストチキンの
欧風カレー

手ごねハンバーグの
カレードリア

¥1,080（税込 ¥1,188） ¥1,280（税込 ¥1,408）

★ビスクと欧風の
　あいがげカレー　

彩り野菜の
欧風カレー

¥980（税込 ¥1,078） ¥980（税込 ¥1,078）

姉妹店で10年以上
愛されているカレーです！

★海老のビスクカレー
　　～小海老のフリット添え～

¥1,180 （税込 ¥1,298）

イベリコ豚のカスレ
（ピリ辛トマト煮込み）

¥1,380 （税込 ¥1,518）
★ぐつぐつ煮込んだ
　牛タンシチュー
¥1,780（税込 ¥1,958）



果実スパークリングワイン
（左：いちご / 右：マンゴー）

ブルースパークリングワイン
（レモン）

モヒート オレンジモヒート スプリッツァー

A LC OHOL

¥690 （税込 ¥759）

¥590 （税込 ¥649）

¥690 （税込 ¥759）

¥590 （税込 ¥649）

¥590 （税込 ¥649）

¥690 （税込 ¥759）

¥590 （税込 ¥649）

各¥690 （税込 ¥759）

生ビール

果実スパークリングワイン
（いちご / マンゴー）

ブルースパークリングワイン（レモン）

モヒート

オレンジモヒート

スプリッツァー

ハイボール（ブラックニッカリッチブレンド）

ハイボール（ジャックダニエル）

Glass Wine 各¥590 （税込 ¥649）

パラシオ コラソン ブリュッド泡

赤

白

キレ良くシトラスやフローラルな香りの
バランス良いスパークリングワイン

ムレダ メリベア オーガニック
滑らかなタンニンと果実味のバランスが良い

ムレダ メリベア オーガニック
新鮮でフルーティーな味わい

Bottle Wine 各¥3,000 （税込 ¥3,300）

パラシオ コラソン ブリュッド
キレ良くシトラスやフローラルな香りのバランス良いスパークリングワイン

ポールマス クロードヴァル / フランス
フルーティーなアロマと豊かな果実の味わいで軽快な口当たり

ラ パルマ / チリ
控えめな酸とボリューム感ある果実味が特徴のカベルネ

エラ オーガニック / イタリア
ザクロのような熟した果実味と豊かなタンニン

ポールマス クロードヴァル / フランス
柑橘系のフレッシュな香り　丸みある酸と優しい喉ごし

ラ パルマ / チリ　
香りや味わいも優しい爽やかな飲み口の白ワイン

エラ オーガニック / イタリア
蜜を含む甘い果実香　みかんの花のようなフローラル感



F RUI T S JUICE

S OF T  DRINK

¥590 （税込 ¥649）

¥400 （税込 ¥440）

¥400 （税込 ¥440）

¥690 （税込 ¥759）

¥690 （税込 ¥759）

¥400 （税込 ¥440）

¥400 （税込 ¥440）

¥400 （税込 ¥440）

ノンアルコールモヒート

100%オレンジジュース

100%グレープフルーツジュース

アイスオレンジティー

アイスピーチティー

コーヒー（HOT / ICE）

アイスティー

オーガニックダージリンティー
（HOT）

各¥690 （税込 ¥759）

各¥590 （税込 ¥649）

つぶつぶ果肉スカッシュ
（オレンジ / ピーチ / レッドグレープフルーツ）

果実たっぷり自家製スムージー
（オレンジ / ピーチ / レッドグレープフルーツ）



MARCHの高貴なクレームブリュレ

バニラアイス

マンゴーシャーベット

¥480 （税込 ¥528）

¥380 （税込 ¥418）

¥380 （税込 ¥418）

DE S SER T
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