毎日食べに来て欲しい、
フレバケランチ

EVERY DAY

fbc LUNCH !

ポルチーニの
1000 本日のパスタランチ
クリームコロッケとチキン南蛮
Today s Pasta Lunch

SPECIAL LUNCH

OR
ライス

もちもち湯だねパン

1000 淡路麺業 EGG 生パスタと 1400 天然エビと
北坂農園『もみじ卵』の
淡路トマトのパスタ
カルボナーラ
Pasta with shrimp

［ スープ ＋ 湯だねパン ］
Fritto Lunch
［ サラダ ＋ スープ ＋ 湯だねパン or ライス ］ 旬の食材をつかったおすすめパスタ。
ポルチーニクリームコロッケデミグラスソース
& チキン南蛮 タルタルソース人気の
ボリューム満点ランチ。

おかわり+100yen

おかわり無料

本日のパスタは別紙でご確認ください。

1580

and AWAJI tomatoes
［ スープ ＋ 湯だねパン ］

Carbonara
［ スープ ＋ 湯だねパン ］
卵を練り込んだ生パスタと厳選した
濃厚な卵をソースにしました。

天然エビと淡路島産のトマトをたっぷりと使い
濃厚に仕上がったパスタ。

Beef Steak lunch

和牛ステーキランチ 150g

希少部位、肩ロースの下の部分で別名『ザブトン』

＊部位は別紙でご確認ください。

■ パンorライス

Shirasu rice bowl with
Plate of chilled tofu
［ ＋冷奴＋一品 ］
『和歌山県優良県産品 プレミア和歌山』
として県より認定のしらすがたっぷり！

低糖質 ロカボランチ
Low Carbohydrate
Lunch
＊写真はイメージです。

本日のロカボメニューは
別紙でご確認ください。

1400

1400 天然海老フライと
ポルチーニ茸のクリームコロッケ

Nasi goreng
［ ＋ スープ ］

Shrimp Fritto & Porcino Croquette
［ サラダ ＋ スープ ＋ 湯だねパンorライス ］

インドネシアのソウルフード
ピリ辛と甘みでクセになるサテ
（インドネシアの焼き鳥）、
海老、
目玉焼き、
えびせんが乗ったアジアの風

とろーりクリームコロッケと肉厚のエビフライは、

自家製の
香ばしい炙りチャーシューを
使ったドンブリを！

1000

■ スープ

■ サラダ

淡路牛の旨味と自慢の湯だねバンズが最高の相性！

AWAJI BEEF Hamburger

basic

ハンバーグ
デミグラスソース
Hamburger Steak
［ サラダ ＋ スープ
＋ 湯だねパン or ライス ］
焦がし蜂蜜と赤ワインの
デミグラスソース

淡路牛パティともちもち湯だねバンズの
set1500
ハンバーガー
ハラペーニョのピクルス+50

SET:フレンチフライ+ソフトドリンク 付き

cheese

ポークジンジャー

淡
路

Pork Ginger
［ サラダ ＋ スープ
＋ 湯だねパン or ライス ］
キャラメルオニオンと
生姜のソースで
ご飯との相性抜群です。

spicy
set1300

ハラペーニョのピクルス＋50

単品1000 フライドポテト+200 / ハラペーニョのピクルス+50

Pork Cutlet Curry
［ ＋サラダ ］

Beef Tender Curry
［ ＋サラダ ］

サクッとあげた
豚ロースカツ 120g

じっくり煮込んだ
牛すじスパイスカレー

1300

980
サラダ付

とろけるチェダーチーズのハンバーガー

チキン南蛮 Hamburger
SET:フレンチフライ+ソフトドリンク

牛すじカレー

SET DRINK

TAKE OUT OK

ランチセットメニューご 注 文 の 方（11:0 0 -15 :0 0 O NLY ）+ 200

サラダ付

■ コーヒー［ HOT / ICED ］

■ オレンジジュース

■ カフェオレ［ HOT / ICED ］ ■ グレープフルーツジュース
■ 紅茶［ HOT / ICED ］

淡路牛パティともちもち湯だねバンズの
set1500
チーズバーガー
ハラペーニョのピクルス+50

単品1300

もちもち湯だねバンズの
チキン南蛮バーガー

■ コカ・コーラ
■ ジンジャエール

フライドポテト+200 / ハラペーニョのピクルス+50

SET:フレンチフライ+ソフトドリンク
Awaji Local Beef Patty & Cheese YUDANE Hamburger

香ばしく焼いたお肉に

1400

ポークカツカレー

TAKE OUT OK

Awaji Local Beef Patty YUDANE Hamburger

Fried Chicken With Vinegar
And Tartar Sauceyudane Hamburger

Roast Pork Rice Bowl
［ ＋ スープ ］

■ パンorライス

■ スープ

単品1200

チーズトッピング+100

炙りチャーシュー丼

Bセット +300

淡路島の藻塩とレモンでさっぱりと

1400

LOW
CARBO

1500

2800

選べるセットメニュー

Aセット +200

1150 淡路島「Long」のナシゴレン

WAGYU Beef Steak

ステーキランチ US産 ハネシタ200g 2200

SET MENU

和歌山県産 しらす丼
塩昆布の冷奴ともう一品

シェフこだわりの素材を
使ったスペシャルランチ

フライドポテト+200 / ハラペーニョのピクルス+50

淡路牛パティともちもち湯だねバンズの
set1500
スパイシースモーキーバーガーハラペーニョのピクルス＋50
SET:フレンチフライ+ソフトドリンク
Awaji Local Beef Patty Spicy & Smoky YUDANE Hamburger
淡路牛パティと玉ねぎのソースと相性抜群なピリ辛スモーキーソース

単品1250 フライドポテト+200 / ハラペーニョのピクルス+50

SET DESSERT

ミニデザート

■ エンゼルフードケーキ
（バニラキャラメル）+250
お時間に余裕がある、
お酒を飲まれるお客様へ
ディナーメニュー、
ディナーレコメンドメニューも
お作りいたしますのでお気軽にスタッフまでお申し付け下さい
＊混雑中はご対応が出来ない又はお時間いただく場合がございます

＊表示価格は税込価格です。

