
20-01HG

ケイジャンポテト 400円

ホエー豚ベーコンと緑野菜のソテー 600円

ホエー豚ベーコンと生ハムのアヒージョ 600円

海老とマッシュルームのアヒージョ 600円

帆立ときのこのアヒージョ 600円
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イタリア産プロシュート 500円

イタリア産プロシュート&ブラータチーズ 1,000円

ソーセージ盛合せ 600円

ホエー豚ベーコンの瞬間燻製 800円

エスカルゴオーブン焼き 900円

トリュフ香る！贅沢フライドポテト～半熟たまご添え 500円

コーンクリームスープ 400円

ライス 200円

特製パン盛合せ～桐生酵母種を使用 300円

※価格は全て税抜価格です。

メニューごとの栄養成分・アレルゲン情報は別冊を

ご用意しています。係りのものにお尋ねください。

さらに詳しい情報はホームページよりご確認いただけます。

検 索グランダイナー



19-11HG02

※価格は全て税抜価格です。

黒毛和牛ランプのグリル～黒にんにく黒たまねぎソース 2,000円約120ｇ

黒毛和牛ランプのグリル～シャルルマーニュ風 2,200円約120ｇ

トロけるお肉のビーフシチュー 1,500円

特製  お肉3種の盛合せプレート
（厚切りローストビーフ、マテ茶鶏のグリル、ハーブ三元豚ロースのグリル、山盛りフライドポテト）

3,400円

特製  お肉2種盛りプレート
（黒毛和牛ランプのグリル、ハーブ三元豚ロースのグリル、山盛りフライドポテト）

3,400円
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ハーブ三元豚ロースのグリル～マスタードソース 1,400円

マテ茶鶏のグリル～黒酢ベリーソース

マテ茶鶏のグリル～２種の塩で・・・

1,200円

1,200円

All Beef ハンバーグ～鬼おろしと刻みわさびの和風仕立て 1,200円

All Beef のきのこデミグラスハンバーグ
～トリュフ香る半熟たまご添え

All Beef ハンバーグ～12か月熟成 パルミジャーノと4種のチーズクリーム

1,300円

1,300円

All Beef ハンバーグ＆ハーフチキンステーキ 1,400円

ハーブ三元豚ロースのポークジンジャー 1,400円

※価格は全て税抜価格です。
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※価格は全て税抜価格です。

天然海老のペスカトーレ  ロッソ 1,200円

いろいろきのこのポルチーニクリーム 1,200円

静岡県産釜揚げしらすとこだわりトマトのペペロンチーノ 1,100円

ホエー豚と濃厚たまごのカルボナーラ 1,100円

天然海老のトマトクリームリゾット風 1,000円

A lｌｄay s　B r e a k f a s t 1,000円

特製  おこさまランチプレート 900円

少なめ  おこさまランチ 800円
ハンバーグ

とりのからあげ1コ

トマトピラフ エビフライ１本 フライドポテト コーンスープ 自家製プリン

ハンバーグ

とりのからあげ２コ ミニサラダ 選べるデリ2種

トマトピラフ エビフライ１本 フライドポテト コーンスープ 自家製プリン

※低アレルゲンメニューもご用意しております。※小学生までのおこさまに限らせていただきます。

（たまご焼き、ベーコン、ハッシュドポテト、キャロットラぺ、特製パン）

季節のパスタ ※係りのものにお尋ねください。



20-01HG 05

自家製ティラミス～フルーツ添え

H a n dm a d e  D e s s e r t
～毎日お店で手作り～

700円

自家製シフォンケーキ～生クリーム添え 600円

自家製プリン 600円

ドリンクバー 400円

おこさまドリンクバー 100円

※価格は全て税抜価格です。

オススメ

小学生までのおこさまに限らせていただきます。３才以下のおこさまは無料でご利用いただけます。

りんごと野菜のジュース 150円
小学生までのおこさまに限らせていただきます。

選べる自家製デザート（小サイズ） 500円2種
800円3種
1,000円4種

※係りのものにお尋ねください。

サントリー・ザ・プレミアム・モルツ  生ビール 500円
レモンサワー～生搾り 500円
角ハイボール 500円

サントリー・オールフリー（33 4m l） 400円
知多ハイボール 700円
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Red Wine 赤ワイン

3.チウ・チウ ファレリオ オーガニック

香りは花の蜜のような甘いニュアンス、フレッシュな

酸味が程よく華やかな印象を与える飲みやすいワイン。

よく合うお料理：デリ（シンプルな味わいのもの）

産地：イタリア/マルケ
品種：トレッビアーノ/パッセリーナ/ペコリーノ

グラス 500円　　ボトル 2,500円
〈125ml〉 〈750ml〉

White Wine 白ワイン

1.ルネ・ラフランス ブリュット

フレッシュで繊細な香りに、バランスの取れた味わいと、
きめ細やかな泡立ち、心地よく長い余韻を楽しめます。

産地：フランス　　品種：ユニ・ブラン

2 .サンライズ スパークリング ロゼ

フレッシュでバランスの取れた余韻の長い
辛口のロゼスパークリングワイン。

産地：チリ　　品種：カベルネ・ソーヴィニヨン

Sparkling Wine スパークリングワイン

グラス 500円　　ボトル 2,500円
〈100ml〉 〈750ml〉

グラス 600円　　ハーフボトル 1,600円
〈100ml〉 〈375ml〉

本日のグラスワイン（白/赤）
※詳しくはスタッフにおたずねください

グラス500円〈125ml〉 本日のデキャンタワイン（白/赤） 1,350円

オーガニック

オーガニック

甘口 辛口
中口
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4."リーヴォ" トスカーナ・ビアンコ

酸味がしっかりとして、更には苦みと甘味も程よく伴って

バランスを整えている余韻の長いワイン。

よく合うお料理：鶏肉のグリル（シンプルな味わいのもの）

産地：イタリア
品種：シャルドネ/ソーヴィニヨン・ブラン

グラス 500円　　ボトル 2,500円
〈125ml〉 〈750ml〉

5.ブラック・タワー ドライ・リースリング オーガニック

有機栽培のリースリング種のみから造られるオーガニックワイン。
穏やかな酸味と甘みがコンパクトに纏まっている。

よく合うお料理：デリ（マリネ系）

産地：ドイツ
品種：リースリング

グラス 500円　　ボトル 2,500円
〈125ml〉 〈750ml〉

甘口 辛口
中口
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甘口 辛口
中口
3

※写真はイメージです

甘口 辛口
中口
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甘口 辛口
中口
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サントリー・ザ・プレミアム・モルツ 中ビン（500ml） 600円
サントリー・ザ・プレミアム・モルツ 生ビール 500円

レモンサワー～生搾り 500円
角ハイボール 500円
知多ハイボール 700円
サントリー・オールフリー（334ml） 400円
ドリンクバー 400円

Beer / Other ビール／その他

グラス 500円　 ボトル 2,500円
〈125ml〉 〈750ml〉

グラス 500円　 ボトル 2,500円
〈125ml〉 〈750ml〉

8.ピエール＆レミーゴーティエ ピノ・ノワール

酸味がなめらか、渋みも緻密でポテンシャルを感じる、

非常にコスパの高いピノ・ノワール。

よく合うお料理：牛肉のグリル（全般）

産地：フランス/ラングドック・ルーション
品種：ピノ・ノワール

9.オーガニックワイン プロデューサーズ シラーズ

香りは非常に華やか。きめ細かい渋みがワインに

溶け込んでおり、口当たりの良いワイン。

よく合うお料理：牛肉のグリル（シンプルな味わいのもの）

産地：オーストラリア/リヴァーランド
品種：シラーズ

1 0.イニエスタ コラソン・ロコ ティント

サッカー選手、イニエスタがワイナリーを所有。

香りはおだやか。味わいは全般的に優しい。

よく合うお料理：お肉のグリル（マスタードソース系）

産地：スペイン/カスティーリャ・ラ・マンチャ
品種：テンプラニーリョ/シラー

ライト
ボディ

フル
ボディ

ミディアムボディ
3

グラス 600円　 ボトル 3,000円
〈125ml〉 〈750ml〉

価格はすべて税抜です※商品ラベルは変更となる場合がございます




