11：3 0 〜15：0 0ラストオーダー［From 11：30 to 15：00］

ワンプレートランチ
One Plate Lunch

Soup / Bread / Dish of the Day
レストラン ル・クールのシェフによる色とりどりのお料理をワンプレートでご用意いたしました。
ル・パン神戸北野のパンやスイーツ、選べるワンドリンクとともにご堪能くださいませ。

※ 写真はイメージです。内容は日によって変更させていただく場合がございます。

本日のスープ
ル・パン特製ベーカリー
シェフおすすめワンプレート
2,500（税込 2,750）
ドリンクセット

Drink set

デザートセット

Dessert set

500（税込 550）
1,000（税込 1,100）
※アレルギーや苦手な食材がある場合はお気軽にお申し付けください。
If you have any allergy in food or you do not eat,please kindly inform us.

※表 示価格は「日本円」となり、別途サーヴィス料10%を申し受けます。
The prices above are in Japanese yen, and 10% service charge will be added to the prices.

11：3 0 〜15：0 0ラストオーダー［From 11：30 to 15：00］

ル･パン特製ベーカリーと
地元野菜のサラダランチ
Salad Lunch with Bread
Soup / Bread / Seafood salad or Cold meat salad
地元産の野菜をふんだんに使用したサラダをお好みの自家製ドレッシングとともにお愉しみいただけます。

本日のスープ
ル・パン特製ベーカリー
地元野菜のサラダ

［シーフードサラダ 又は コールドミートサラダからお選びいただけます］

1,900（税込 2,090）
ドリンクセット

Drink set

デザートセット

Dessert set

500（税込 550）
1,000（税込 1,100）
※アレルギーや苦手な食材がある場合はお気軽にお申し付けください。
If you have any allergy in food or you do not eat,please kindly inform us.

※表 示価格は「日本円」となり、別途サーヴィス料10%を申し受けます。
The prices above are in Japanese yen, and 10% service charge will be added to the prices.

サンドウィッチ
Sandwich

11：3 0 〜14：0 0ラストオーダー［From 11：30 to 14：00］

特選牛フィレステーキサンド

6,000（税込 6,600）

Special Beef Steak Sandwich

心で使用している厳選された特選牛の
フィレ肉を使用した贅沢なサンドウィッチです。
ステーキハウスらしいサンドウィッチ、
ぜひ、ご賞味ください。

神戸牛フィレステーキサンド 12,000（税込 13,200）
Kobe Beef Steak Sandwich

世界を魅了する神戸牛を使用した
贅沢なサンドウィッチです
ステーキハウスらしいサンドウィッチ、
ぜひ、ご賞味ください。
● お持ち帰りも出来ます。 ● ご注文は

11：30〜21：0 0 まで承っております。

● ご用意に1時間以上のお時間を頂戴しておりますので、
お早目にお申し付けください。

10：0 0 〜17：0 0ラストオーダー［From 10：00 to 17：00］

フレッシュヴェジタブルサンドウィッチ

1,300（ 税 込 1,430）

Fresh Vegetable Sandwich

ミックスサンドウィッチ

1,700（ 税 込 1,870）

Mix Sandwich

ラ・スイート特製 カツレツサンドウィッチ

2,600（税込 2,860）

Cutlet Sandwich

ドリンクセット

Drink set

デザートセット

Dessert set

500（税込 550）
1,000（税込 1,100）
※アレルギーや苦手な食材がある場合はお気軽にお申し付けください。
If you have any allergy in food or you do not eat,please kindly inform us.

※表 示価格は「日本円」となり、別途サーヴィス料10%を申し受けます。
The prices above are in Japanese yen, and 10% service charge will be added to the prices.

11：3 0 〜17：0 0ラストオーダー［From 11：30 to 17：00］

ル・クール オリジナルプレート
Original Plate

レストラン ル・クールのシェフおすすめのひと皿を
季節のスープとル・パン特製ベーカリーとともにお愉しみいただけます。
ぜひご堪能くださいませ。

神戸牛ロース肉のグリエ マスタードソース 季節の野菜添え
Grilled Kobe Beef Sirloin in Mustard Sauce with Seasonal Vegetables (with Bread and Soup)

80g

14,000（税込 15,400）

150g

21,000（税込 23,100）

瀬戸内産 本日のおすすめ魚料理

3,000（税込 3,300）

Today’s Recommended Fish (with Bread and Soup)

淡 路産猪豚のロースト ローズマリーの香り
夏野菜とピペラードを添えて

4,200（税込 4,620）

Roasted pork with rosemary flavor

※写真はイメージです。内容は日によって変更になる場合がございます。

ドリンクセット

Drink set

デザートセット

Dessert set

500（税込 550）
1,000（税込 1,100）
※アレルギーや苦手な食材がある場合はお気軽にお申し付けください。
If you have any allergy in food or you do not eat,please kindly inform us.

※表 示価格は「日本円」となり、別途サーヴィス料10%を申し受けます。
The prices above are in Japanese yen, and 10% service charge will be added to the prices.

