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ニコニコトマトスープ
栄養満点アツアツのたっぷりトマトスープ。

真っ赤なトマトで作りました。
生クリームをのせてどうぞ。

しゃきしゃき野菜
とフムスディップ

プチトマト、モッツァレラチーズ、そして野菜スティックを
ディップしてどうぞ。フムスはヒヨコ豆を使った

人気の高い中東の伝統的なお料理です。

アボカド入りスーパーグリーンサラダ＆
アジアン風味ドレッシング

アボカドは栄養価の最も高い果物としてギネスブックに
記載されています。このサラダはメインディッシュとして
もサイドディッシュとしてもお召し上がりいただけます。

ブロッコリーの森 バター風味
ブロッコリ家は007シリーズのプロデューサーとして
有名です。そして「カビー・ブロッコリ」の名前で

知られています。

トウモロコシの不思議
 おもしろいことに、トウモロコシの粒の数は

必ず偶数です。そして南極大陸以外の全ての大陸で
栽培されています。

自家製フライドポテト
金色に輝く自家製のフライドポテトは、健康面を考え、
揚げる前に湯通ししています。フランス人とベルギー人は

それぞれが自分達の国がポムフリット
（フライドポテト）の起源だと主張しています。

アツアツパッタイ
アツアツの中華なべで米麺、野菜そしてエビを
さっと炒めました。ピーナッツ少々とライムを

搾っていただきます。

カリカリ・パリパリ・フィンガーチキン
サクサクしたパン粉とパルメザンチーズで
コーティングされたフィンガーチキン。

付け合せのブロッコリーでサクサクさが倍増。

チキンとチャーハンのセット
柔らかい鶏の胸肉をハチミツ、醤油、ガーリックで
調理しました。グリーンピースとスイートコーンが
入った香り高いふわっとしたチャーハンです。

裏のページのゲームに挑戦してみよう！食べるのがもっと楽しくなるよ。

とってもベリーなヨーグルトアイスクリーム
「とろっととろけるベリーのミルキーデザート！」と

できるだけ早口で５回言ってみましょう。

ライチ「フローグルト」
ライチ・フローズンヨーグルトは自然な甘さが絶妙な冷たい
デザートです。ライチは紀元前2000年に中国南部で最初に
栽培され、当時は宮廷でも大変人気の高い珍しい果物でした。

チョコレートブラウニー・アイスクリーム
・サンデー

 チョコレートブラウニーにバニラアイスクリームとフレッシュ
フルーツをトッピングして、自分流にアレンジできます。

ベジタリアン グルテンが含ま
れています

卵を使用
しています

牛肉を使用
しています

豚肉を使用
しています

魚介類を使用
しています

ナッツを使用
しています

乳製品を使用
しています

スパゲッティーミートソースと
野菜のかくれんぼ

細かく刻まれた野菜がミートソースにたっぷり。
絶妙な栄養バランスをお届けします。

一口サイズのサクサクフィッシュフィンガー
砕いたライスクリスピー（お米の形のシリアル）の衣で
金色にかりっと揚げた一口フィッシュフィンガー。新鮮な
プチトマト、キュウリとにんじんの野菜スティックを添えて。

おいしいビーフミニハンバーガー
お肉をしっかりグリルした自家製ミニビーフバーガー
２つをサラダ付きでご用意しました。「バーガー」の

発祥地はアメリカのテキサス州にある
アセンズという都市だと伝えられています。

¥500

ビッグプレート

食材についての詳細は係りの者にご確認ください。

スモールプレート

キャプション

たして6になる果物はなあに？
いちご

人にも食パンにもあるものってなあに？
みみ

野球のバッターが作れる料理はなんだ？
フライ

パンはパンでも食べられないパンは？
フライパン

わたしは八百屋さんで赤い顔を

してならんでいます。栄養があり

ます。上から読んでも下から読ん

でも同じです。私はだれだ？

トマト

柔道や剣道が好きな人が好む

果物はなあに？

ブドウ

今日のクイズ

デザートサイドメニュー
原産国

インドすし

フランスフォー（ビーフ入り麺）

日本パエリア（シーフード・ライス）

イタリア北京ダック

中国スパゲッティー

ベトナムトムヤムクン

韓国ソーセージ

タイナン（パン）

スペインキムチ

ドイツチーズ

「やってみよう」の答え 「やってみよう」の答え

世界の食べ物世界の国名を見つけよう

パンフライドポテトチョコレートチーズ

小麦ジャガイモカカオ豆牛乳

ちんふほんんにいほかつほけしも
ぺにくにもめさむたなまわむすつ
のほるんふべよすにりおごぺいち
むんべふほらりどそふあやせむゆ
ぬうぬべれほんちむあすみおせう
りぺやべいいわすりいといぺすご
らいいまどいにえほんいんくおく
りべなんどいらこみどすいかかた
はそつごあんつつえこつふんごた
うつべたかぺぴとんえしいこたい
すあねちべふきちれくごどちいあ
かえいううとゆりすつふゆふよゆ
んいゆくきりないむんたたうぴう
こどすはちべよむにいおごぺいぺ
くのべふほけりどそふおすぺいん

¥850 ¥700

¥1,850

¥900
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表記価格に別途消費税8％とサービス料13％を加算させていただきます。
ひょう   き          か      かく べっ      と     しょう   ひ      ぜい りょう か      さん
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