Starter
チーズ盛り合わせ
Cheese assorted

550

シャルキュトリー盛り合わせ
Ham assorted

チーズトースト
Cheese toast

550

550

2色のポテトフライ ローズマリー風味

Fried potato and sweet potato with rosemary

本日のオムレツ
Today's omelette

550

730

ヨーグルトフライドチキン

Yogurt marinade fried chicken

750

旬の食材とガーリックオイルの陶板焼き バゲット添え
Dish fried seasonal food in garlic olive oil and baguette

1,000

ロングソーセージ ガーリックトースト添え
Long sausage and garlic baguette

本日の鮮魚と季節野菜のカルパッチョ

Carpaccio of today's ﬁsh with seasonal vegetables

780

1,200

Farmers Vegetable
[Vegan]

アボカドとトマトのマリネサラダ
Avocado and tomato

チキンシーザーサラダ
Classical caesar salad

750

1,200

ケールとキヌア、レンズ豆のサラダ 焼きアボカドと半熟卵添え
Quinoa and lentil bowl with kale, avocado, soft-poached egg

1,400
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Main
1,600

6種のロースト野菜と黒×黒ハンバーグ ブリスベンソース
Six kinds of roasted vegetables and hamburger steak

ハーブ鶏のディアブロ風 ロースト野菜添え
Chicken Diablo and roasted vegetables

本日の魚料理

1,600

1,600

Today's ﬁsh "Ask Your Server"

帆立のソテー 温野菜とワイルドライス
Saute of scallop with rice and brown rice

1,680

“アンガスビーフ サーロインステーキ 醤油バターソース
Grilled "angus beef" sirloin steak with soy and butter sauce

2,780

Royal Classic
コスモドリア

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Cosmopolitan doria

ビーフジャワカレー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Beef java curry

1,050
1,050

Pain / Soup
バゲットとカンパーニュ
Baguette and compagne

本日のスープ

Today's soup

380

600

＊使用している米は「国産」です
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Recommend
BOATHOUSE ハンバーガー
Hamburger

1,300

キノコ、ポテト、フライドエッグ、ローストスパイスのフラットブレッド
Grilled ﬂatbread fried eggs, mushroom, potato, roasted spices

1,300

Pizza
ピッツァ マルゲリータ

1,250

Pizza with mozzarella cheese, fresh basil and tomato sauce

4種チーズのピッツァ

1,400

Pizza with 4-kinds of cheese "mozzarella, gorgonzala, parmeasan, ricotta"

Pasta
スパゲティ. チキンときのこのペペロンチーノ

1,130

Spaghetti peperoncini with chicken and mixed mushrooms

・

[Vegan]

スパゲティ. 茄子とマッシュルームのトマトソース
Spaghetti with eggplant and mushroom in tomato sauce

スパゲティ. 海老とトレビスのクリームソース
Spaghetti with shrimp and trevise in cream sauce

1,130

1,330

Noodles
フォーガー（ベトナム風ヌードル）
Chicken pho noodle soup

[Vegan]

厚揚げと九条ネギの塩焼きそば

1,250
1,280

Salt fried noodles with deep-fried tofu and kujou green onion
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Dessert
BOATHOUSE ホットケーキ（九州産小麦、築上鶏卵かぐやひめを使用）
Pancake

アップルパイ 胡桃のキャラメルソース バニラアイス添え

830

バニラビーンズのクレームブリュレ 赤いフルーツのソース

780

Apple pie and walnut caramel sauce with vanilla ice cream

Vanilla cream brulle and raspberry sauce

手作りパンブディングとバニラアイスクリーム
Bread pudding and vanilla ice cream

ガトーショコラ バニラアイス添え

800

700

680

Chocolate brownie cake with vanilla ice cream

650

ティラミス、フレッシュベリーとホイップクリーム添え
Tiramisu, fresh berry and cream

塩キャラメルアイスとバニラアイスクリーム
Salty caramel and vanilla ice cream

500

Kid’s Menu
キッズカレー ＜オレンジジュース（濃縮還元）付＞
Kid's curry

キッズプレート
Kid's plate

＜オレンジジュース（濃縮還元）付＞

キッズポテト
Kid's poteto

キッズコーンスープ
Kid's corn soup

700

300
300

キッズオレンジ（濃縮還元） または キッズミルク
Kid's orange or milk

580

200
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