STARK PLACE
LUNCH SPECIAL
Drink set menu

APPETIZEA
All 999

お食事とドリンク

本日のランチパンケーキ
本日のランチパスタ
とろとろオムライス 牛筋肉のハッシュドビーフソース
ロコモコ ランチスペシャル

Every dish include salad and soup

Todays soup
Celery and japanese ginger pickles
Carpaccio of salmon
Cheese platter
Mixed nuts
Grilled sausage platter
Perfect nachos with salsa
Baked escargot with olive oil and basil

299
450
850
1300
600
1100
600
900

本日のスープ
セロリとミョウガのピクルス
サーモンのカルパッチョ
チーズ盛り合わせ
ミックスナッツ
ソーセージのグリル盛り合わせ
パーフェクトナチョスとサルサソース
エスカルゴのオーブン焼き

すべてのセットにサラダとスープがついております。

★Please choose one one item from our drink menu.

Coffee コーヒー (Hot/Iced)
Tea 紅茶
(Hot/Iced)

セットのドリンクはこちらのリストからお選びください。

ドリンクメニューの商品も 300yen 引きでお選び頂けます。

Drink & Cake set menu

All 999＋390

お食事とドリンク＋ケーキ

★Please choose one one item from our cake menu.
セットのケーキはこちらのリストからお選びください。

Today’ｓ cake

本日のケーキ

Gateau chocolat with vanilla ice cream

ガトーショコラ バニラアイス添え

Baked cheesecake with fruit source

ベイクドチーズケーキ フルーツソース添え

KID`S

DRINKS

Coffee
House blend coffee
Stark latte
Coffe mocha
Cappuccino
Caramel macchiato
Cafe americano
Caramel latte with spray whipped
Espresso
Hot chocolate

ホットチョコレート

(Hot / Iced) 390
(Hot / Iced) 460
(Hot / Iced) 530
460
(Hot / Iced) 460
(Hot / Iced) 420
(Hot / Iced) 580
350
590

フレーバーティー

480

ハウスブレンドコーヒー
スターク ラテ

カフェモカ
カプチーノ
キャラメルマキアート
カフェアメリカーノ
キャラメルラテ with ホイップクリーム
エスプレッソ

Tea
Flavor tea "PARIS"

by ジャンナッツ

by JANAT PARIS

Earl grey
Darjeeling
Everest chai latte "PARIS"

400
400
(Hot / Iced) 480

アールグレイ
ダージリン
チャイティーラテ

by ジャンナッツ

by JANAT PARIS

お子様ハンバーグランチ ( ドリンク付き )

499

Iced tea

アイスティー

420

お子様パンケーキランチ ( ドリンク付き )

499

Oolong tea

ウーロン茶

390

Alcohol
Draft beer(Heineken Asahi)
Lunch wine
Lunch sparkring wine

ビール(ハイネケン アサヒ)
ランチグラスワイン（日替わり）
ランチスパークリングワイン

ALL brews Ｓ￥499/Ｍ￥699
(Red/White) 399
699

Juice and Soda

PANCAKE
STARK’s Whipped Cream Tower Pancakes
Fresh fruit Pancakes
Caramel＆Banana Pancakes
Salad＆Shrimp pancakes with Sauce
Egg benedict style pancakes
Fried eggs and sausage pan cakes

スタークプレイス特製タワークリーム パンケーキ
フレッシュフルーツ パンケーキ
キャラメル＆バナナ パンケーキ

サラダ＆シュリンプ パンケーキ
エッグベネディクト風 パンケーキ
玉子＆ソーセージ パンケーキ

焼きたてをご用意いたしますので、ご提供までお時間を頂きます。

Please wait for a moment, for we will offer freshly baked pizza＆pancake

1400
1000
900
850
850
850

Orange/Grapefruit/Pain/
Coke/Ginger Ale/Tonic water
Mango nectar/Cranberry
SOLE,Mineral water 500ml(Spakling/Natural)

オレンジ/グレープフルーツ/パイン/
コーラ/ジンジャーエール/トニックウォーター

390

トロピカルマンゴーネクター/クランベリー

480

ソーレ、ミネラルウォーター500ml(スパークリング/ナチュラル)

680

DESSERTS
Assorted two flavors Ice cream

アイスクリーム２種盛り合わせ

480

Gateau chocolat with vanilla ice cream

ガトーショコラ バニラアイス添え

590

Baked cheesecake with fruit source

ベイクドチーズケーキ フルーツソース添え

590

