
窯焼きチキン南蛮ランチセット

梅チキン南蛮ランチセット バジルチーズチキン南蛮ランチセット

1,380 円

1,380 円 1,380 円

紀州うめたまごをたっぷり使った手作りタルタルソースを
贅沢にかけました！

※十穀米はパンに変更できます。※十穀米はパンに変更できます。
※十穀米の大盛りは＋100円※十穀米の大盛りは＋100円

11:00 ～ 17:3011:00 ～ 17:30
窯焼きチキン南蛮ランチ窯焼きチキン南蛮ランチ

自家製梅肉ソースをタルタルに！ バジル香るタルタルソース！

（サラダ・デザート・ドリンク付）

（サラダ・デザート・ドリンク付）

890 円ランチ単 品（スープ付）

（サラダ・デザート・ドリンク付）

選べるドリンク

選べるデザート

単品とドリンクを一緒にご注文いただくと100円引きになります

単品とドリンクを一緒にご注文いただくと100円引きになります

Drink

Desert

ドリンクをお選びください

デザートをお選びください

香の紅茶（ストレート・レモン・ミルク）

ジンジャーエール メロンソーダコーラ
アイスティー （ストレート・レモン・ミルク）

ホットミルク（尾鷲牛乳） アイスミルク（尾鷲牛乳）

ＲＡ認証アイス珈琲和の香ブレンド

窯焼きフレンチトースト (限定２０個 ) 昔ながらの窯焼きプリン
生クリームコーヒーゼリーソフトクリーム和の香バウムアソート

窯焼きパンケーキ（ハーフ）

オレンジジュース

ランチ単 品（スープ付）890 円（ 　979円）

（ 　979円）

ランチ単 品（スープ付）890 円（ 　979円）

1,518

1,5181,518

（ 　110円）



4種のチキン南蛮ランチセット 1,380 円
4種のタルタルを一度に楽しめます！
あれもこれも試してみたい方におすすめです。

（サラダ・デザート・ドリンク付）

890 円ランチ単 品（スープ付）

明太マヨチキン南蛮ランチセット 1,380 円
たっぷりの自家製タルタルの上に明太マヨをトッピング。
ピリッと辛い明太子の旨味と辛みが味を引き立てます。

（サラダ・デザート・ドリンク付）

890 円ランチ単 品（スープ付）

※十穀米はパンに変更できます。※十穀米はパンに変更できます。
※十穀米の大盛りは＋100円※十穀米の大盛りは＋100円

※十穀米はパンに変更できます。※十穀米はパンに変更できます。
※十穀米の大盛りは＋100円※十穀米の大盛りは＋100円

選べるドリンク

選べるデザート

選べるドリンク

選べるデザート

単品とドリンクを一緒にご注文いただくと100円引きになります

単品とドリンクを一緒にご注文いただくと100円引きになります

Drink

Desert

ドリンクをお選びください

デザートをお選びください

香の紅茶（ストレート・レモン・ミルク）

ジンジャーエール メロンソーダコーラ
アイスティー （ストレート・レモン・ミルク）

ホットミルク（尾鷲牛乳） アイスミルク（尾鷲牛乳）

ＲＡ認証アイス珈琲和の香ブレンド

窯焼きフレンチトースト (限定２０個 ) 昔ながらの窯焼きプリン
生クリームコーヒーゼリーソフトクリーム和の香バウムアソート

窯焼きパンケーキ（ハーフ）

オレンジジュース

1,518

1,518

（ 　979円）

（ 　110円）

（ 　110円）

（ 　979円）



海鮮パエリア釡飯ランチセット

とり五目釡飯ランチセット 紀州梅まだい釡飯ランチセット

1,380 円

1,380 円 1,380 円

彩り豊かな魚介のパエリアを釡飯にアレンジしました。
和と洋の絶妙なバランスをお楽しみください。

（小鉢３種・デザート・ドリンク付）

（小鉢３種・デザート・ドリンク付）

890 円ランチ単 品（スープ付）

（小鉢３種・デザート・ドリンク付）

単品とドリンクを一緒にご注文いただくと100円引きになります

単品とドリンクを一緒にご注文いただくと100円引きになります

釡飯ランチ釡飯ランチ
選べるドリンク

選べるデザート

Drink

Desert

ドリンクをお選びください

デザートをお選びください

香の紅茶（ストレート・レモン・ミルク）

ジンジャーエール メロンソーダコーラ
アイスティー （ストレート・レモン・ミルク）

ホットミルク（尾鷲牛乳） アイスミルク（尾鷲牛乳）

ＲＡ認証アイス珈琲和の香ブレンド

窯焼きフレンチトースト (限定２０個 ) 昔ながらの窯焼きプリン
生クリームコーヒーゼリーソフトクリーム和の香バウムアソート

窯焼きパンケーキ（ハーフ）

オレンジジュース

11:00 ～ 17:3011:00 ～ 17:30

1,518

（ 　979円）

890 円ランチ単 品（スープ付） （ 　979円） 890 円ランチ単 品（スープ付） （ 　979円）

（ 　1,518円） （ 　1,518円）



レモンチキンステーキランチセット

レモンチキンステーキランチセット

1,380 円

1,380 円

外はカリッと中はジューシーに窯焼きされた鶏肉と
レモンの酸味とバターのまろやかさがよく合います。

※十穀米はパンに変更できます。※十穀米はパンに変更できます。
※十穀米の大盛りは＋100円※十穀米の大盛りは＋100円

甘みと辛さのバランスがクセになる！ ぶどう山椒が香るオニオンソース。

（サラダ・デザート・ドリンク付）

（サラダ・デザート・ドリンク付）

890 円

890 円ランチ単 品（スープ付）

ランチ単 品（スープ付）

レモンチキンステーキランチセット 1,380 円
（サラダ・デザート・ドリンク付）

890 円ランチ単 品（スープ付）

レモンチキンステーキランチレモンチキンステーキランチ

ハニーマスタードソースハニーマスタードソース 山椒オニオンソース山椒オニオンソース

単品とドリンクを一緒にご注文いただくと100円引きになります

単品とドリンクを一緒にご注文いただくと100円引きになります

選べるドリンク

選べるデザート

Drink

Desert

ドリンクをお選びください

デザートをお選びください

香の紅茶（ストレート・レモン・ミルク）

ジンジャーエール メロンソーダコーラ
アイスティー （ストレート・レモン・ミルク）

ホットミルク（尾鷲牛乳） アイスミルク（尾鷲牛乳）

ＲＡ認証アイス珈琲和の香ブレンド

窯焼きフレンチトースト (限定２０個 ) 昔ながらの窯焼きプリン
生クリームコーヒーゼリーソフトクリーム和の香バウムアソート

窯焼きパンケーキ（ハーフ）

オレンジジュース

11:00 ～ 17:3011:00 ～ 17:30

1,518
（ 　979円）

（ 　979円）（ 　979円）
（ 　1,518円） （ 　1,518円）

（ 　110円）



ベーコンクリームドリアランチセット

地野菜のクリームドリアランチセット

1,380 円

1,380 円

尾鷲牛乳で仕上げたソースと三種のチーズを使用した、
濃厚クリーミーなカルボナーラ風ドリアです。

地野菜ゴロゴロ、たっぷり使用。

（サラダ・デザート・ドリンク付）

（サラダ・デザート・ドリンク付）

890 円

890 円ランチ単 品（スープ付）

ランチ単 品（スープ付）

海鮮クリームドリアランチセット 1,380 円
（サラダ・デザート・ドリンク付）

890 円ランチ単 品（スープ付）

窯焼きドリアランチ窯焼きドリアランチ

単品とドリンクを一緒にご注文いただくと100円引きになります

単品とドリンクを一緒にご注文いただくと100円引きになります

選べるドリンク

選べるデザート

十穀米十穀米
使用使用

十穀米十穀米
使用使用

十穀米十穀米
使用使用

Drink

Desert

ドリンクをお選びください

デザートをお選びください

香の紅茶（ストレート・レモン・ミルク）

ジンジャーエール メロンソーダコーラ
アイスティー （ストレート・レモン・ミルク）

ホットミルク（尾鷲牛乳） アイスミルク（尾鷲牛乳）

ＲＡ認証アイス珈琲和の香ブレンド

窯焼きフレンチトースト (限定２０個 ) 昔ながらの窯焼きプリン
生クリームコーヒーゼリーソフトクリーム和の香バウムアソート

窯焼きパンケーキ（ハーフ）

オレンジジュース

11:00 ～ 17:3011:00 ～ 17:30

1,518

（ 　979円）

（ 　1,518円） （ 　1,518円）

（ 　979円） （ 　979円）



窯焼きチーズカレーランチセット

地野菜の窯焼きチーズカレーランチセット

1,380 円

1,380 円

じっくり煮込んだカレーソースと２種のチーズをグツグツと
焼き上げます。濃厚玉子をかき混ぜてお召し上がりください。

（サラダ・デザート・ドリンク付）

（サラダ・デザート・ドリンク付）

890 円

890 円ランチ単 品（スープ付）

ランチ単 品（スープ付）

海鮮窯焼きチーズカレーランチセット 1,380 円
（サラダ・デザート・ドリンク付）

890 円ランチ単 品（スープ付）

単品とドリンクを一緒にご注文いただくと100円引きになります

窯焼きチーズカレーランチ窯焼きチーズカレーランチ

単品とドリンクを一緒にご注文いただくと100円引きになります

選べるドリンク

選べるデザート

十穀米十穀米
使用使用

十穀米十穀米
使用使用

十穀米十穀米
使用使用

地野菜ゴロゴロ、たっぷり使用。

Drink

Desert

ドリンクをお選びください

デザートをお選びください

香の紅茶（ストレート・レモン・ミルク）

ジンジャーエール メロンソーダコーラ
アイスティー （ストレート・レモン・ミルク）

ホットミルク（尾鷲牛乳） アイスミルク（尾鷲牛乳）

ＲＡ認証アイス珈琲和の香ブレンド

窯焼きフレンチトースト (限定２０個 ) 昔ながらの窯焼きプリン
生クリームコーヒーゼリーソフトクリーム和の香バウムアソート

窯焼きパンケーキ（ハーフ）

オレンジジュース

11:00 ～ 17:3011:00 ～ 17:30

1,518

（ 　979円）

（ 　1,518円）（ 　1,518円）

（ 　979円） （ 　979円）



ミックススペシャルランチセット

チキンステーキスペシャルランチセット チキン南蛮スペシャルランチセット

1,680 円

1,680 円 1,680 円

お好きな釡飯とチキンステーキ、2種のチキン南蛮。
ご馳走セットでゆったりと楽しいひとときをお過ごしください。

スペシャルランチスペシャルランチ

（サラダ・デザート・ドリンク付）

（サラダ・デザート・ドリンク付） （サラダ・デザート・ドリンク付）

Pot rice 釡飯をお選びください

海鮮パエリア釜飯紀州梅まだい釜飯とり五目釜飯

選べるドリンク

選べる釜飯選べる釜飯

選べるデザート

選べるドリンク

選べる釜飯選べる釜飯

選べるデザート

選べるドリンク

選べる釜飯選べる釜飯

選べるデザート

Drink

Desert

ドリンクをお選びください

デザートをお選びください

香の紅茶（ストレート・レモン・ミルク）

ジンジャーエール メロンソーダコーラ
アイスティー （ストレート・レモン・ミルク）

ホットミルク（尾鷲牛乳） アイスミルク（尾鷲牛乳）

ＲＡ認証アイス珈琲和の香ブレンド

窯焼きフレンチトースト (限定２０個 ) 昔ながらの窯焼きプリン
生クリームコーヒーゼリーソフトクリーム和の香バウムアソート

窯焼きパンケーキ（ハーフ）

オレンジジュース

11:00 ～ 17:3011:00 ～ 17:30

1,848

（ 　1,848円）（ 　1,848円）
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