
LUNCH

表示料金に消費税を加算させていただきます。食材によるアレルギーのあるお客様はあらかじめ係にお申し付けください。　／ Sales tax not included. 　Please inform your server if you have any allergies or dietary restrictions.　
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20191127

お子さまブッフェ　¥500　◎3 歳～6 歳

数量限定
メニュー

¥1,800

ランチドリンクデザート

& サラダブッフェ パンブッフェ ランチドリンク紅茶風味のグリルポーク
トリュフ香るキノコのソース

ヒレ ¥3,000／100g峠下牛［ 広島県 ］ 
たおした

鯛のグリル ￥1,800

神石高原ポーク ロース［ 広島県 ］ ￥2,500

￥2,800廣島赤鶏 骨付きもも肉［ 広島県 ］

￥1,800長州鶏 骨付きもも肉［ 山口県 ］ 
&

イチボ ¥2,200 ／100g

ランプ ¥2,100 ／100g

季節のスープ

メインディッシュ

パンブッフェ 

ランチドリンク

サラダブッフェ

&ピッツァ
サラダブッフェ 
パンブッフェ 
ランチドリンク

瀬戸田産塩レモンのピッツァ

マルゲリータピッツァ

本日のピッツァ

海の幸のピッツァ +￥300 牡蠣と尾道産黒キャベツのペペロンチーノ

ハーブ鶏とカブのレモンクリーム

&
サラダブッフェ
パンブッフェ 
ランチドリンク

パスタ

本日のパスタ

峠下牛と六穀豚のボロネーゼ

+￥300

サラダブッフェ 　 　 パンブッフェ 　 　 ドリンク＋ ＋

U2ブレンドコーヒー アイスホット アイスホット

生ビール　　　サングリア　　　  赤 ［ ンイワスラグ ・白 ］+¥350Alcohol

尾道今川玉香園茶舗 尾道紅茶

コカ・コーラ　　ジンジャーエール　　トニックウォーター　　カルピス　　ウーロン茶

ジェラート ￥500

いちごのタルト ￥900

抹茶のフォンダンショコラ ￥680

りんごのタルトタタン ￥680

マロンブリュレと生姜アイス ￥680

GRILL  COURSE

PIZZA  SET  ￥1,500 PASTA  SET  ￥1,500

 ¥300 ¥300＋
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KIDS BUFFET 　¥500　◎3-6 years

FOR   A
L I M I T E D
N U M B E R

¥1,800

LUNCH DRINKDESSERT

Soup

Main dish

&
Salad buffet 
Bread buffet 
Lunch drink

￥1,800Grilled sea bream

￥1,800
"Choshu dori " grilled chicken thigh 

￥2,800
"Hiroshima akadori " grilled chicken thigh 

￥2,500"Jinsekikogen-pork " loin

&
Salad buffet

Bread buffet

Lunch drink

Margherita pizza
mozzarella , basil , tomato sauce

U2 original pizza 
salt & lemon , cream , natural cheese

Pizza of the day

Pizza

Seafood pizza
mussels , whitebaite , shrimp , tomato sauce

+￥300

&Pasta
Salad buffet

Bread buffet

Lunch drink

Lemon flavored cream sauce spaghetti
chiken , turnip , lemon , cream sauce

Oyster peperonchino 
oyster, black cabbcge , red pepper , garlic

Pasta of the day

Spaghetti bolognese with beef and pork  

+￥300

Salad buffet　 　 Bread buffet 　 　 Drink＋ ＋

U2 b lend  coffee  coldhot coldhot

Draft  beer　　Sangr ia　Glass wine［red or white］

Coca-co la　　Ginger  a le　　Tonic  water　　Calpico　　Oolong tea

Tea

+¥350Alcohol
Gelato ￥500

Apple tarte tatin ￥680

Chestnut creme brulee
with ginger ice cream

￥680

Strawberry tarte ￥900

Matcha fondant chocolat ￥680

Salad buffet

Bread buffet Lunch drink&Grilled pork,
mashroom cream sauce

Fillet  ￥3,000／100g

Rump  ￥2,100／100g

Aitchbone  ￥2,200／100g

● "Taoshita-beef "
［ Hiroshima］

［ Hiroshima］

［ Hiroshima］

［ Yamaguchi ］


