10：0 0 〜17：0 0ラストオーダー［From 10：00 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)

瀬戸内産 海の幸のサラダ バルサミコビネガー風味

80g

14,000

150g

21,000
2,900

Seafood Salad with Balsamic Vinegar Dressing (with Bread and Soup)

瀬戸内産 本日のおすすめ魚料理

3,000

Today’s Recommended Fish (with Bread and Soup)

た ん ば

優しく火を入れた丹波栗きん豚 秋野菜を添えて

3,200

Slowly Cooked "Tamba" Pork with Autumn Vegetables (with Bread and Soup)

※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。

フードメニューには下記のセットをご用意いたしております。

ドリンクセット

Drink set

300

ケーキセット

Cake and Drink set

550

※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、別途消費税・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 and tax will be added to the prices.

セットドリンクメニュー
Set Drink Menu

下記のお飲み物の中からワンドリンクお選びいただけます。

炭焼き ブレンドコーヒー

アイスコーヒー

Blend Coffee

Iced Coffee

カフェ・オ・レ

アイスカフェ・オ・レ

Café au Lait

Iced Café au Lait

カフェ・ラテ

アイスカフェ・ラテ

Caffè Latte

Iced Caffè Latte

ココア

アイスココア

Cocoa

Iced Cocoa

アイスティー

カプチーノ
Cappuccino

Iced Special Earl Grey

［アールグレイにてご用意しております］

紅茶
Breakfast Tea or Special Earl Grey

［ロンネフェルト社のアッサムもしくはアールグレイからお選びいただけます］

ハーブティー

Herbal Infusion（ Camomile, Peppermint , Lemon Sky or Rose Hip）

［カモミール、ペパーミント、レモンスカイ、ローズヒップからお選びいただけます］

レモン酵素ドリンク
Lemon drink

［ソーダ割もしくは水割りからお選びいただけます］

ソフトドリンク

（Blueberry Juice, Carrot Juice, Apple Juice, Coca Cola or Ginger Ale）

［目が生き生きブルーベリー、すりおろしりんごジュース、元気もりもりにんじん、コーラ、ジンジャエールからお選びいただけます］

ノンカフェインのお飲物ご希望の方はお気軽にお申し付けくださいませ。
別途差額料金にて、
その他のお飲物もご用意いたしております。
スタッフまでお申し付けくださいませ。

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

ランチ
Lunch

ル･パン特製ベーカリーと地元野菜のサラダランチ

1,600

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

ワンプレートランチ

2,300

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とともに
ご堪能くださいませ。
● 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

※ 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。

ランチメニューには下記のセットをご用意いたしております。

ドリンクセット

Drink set

300

ケーキセット

Cake and Drink set

550

※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、別途消費税・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 and tax will be added to the prices.

サンドウィッチ
Sandwich

鉄板焼 心 特製 但馬ビーフ ステーキサンド

6,300

“KOKORO” Special Beef Steak Sandwich（from 11:30 to 14:00）

兵庫県を代表する黒毛和牛「但馬ビーフ」を
鉄板焼き

心 のシェフが特製サンドウィッチに仕上げます。

グランブルー限定メニューでございます。
ラ・スイートならではの贅沢なサンドウィッチをぜひ、
ご賞味くださいませ 。

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

Fresh Vegetable Sandwich

ミックスサンドウィッチ

2,000

Mix Sandwich

ラ・スイート特製 カツレツサンドウィッチ
Cutlet Sandwich

2,600

サンドウィッチメニューには下記のセットをご用意いたしております。

ドリンクセット

Drink set

300

ケーキセット

Cake and Drink set

550

※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、別途消費税・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 and tax will be added to the prices.

