
・フレンチ

・⻘汁＆ハーブ

・イタリアンパプリカ

・グリーンハーブサラダ

・温野菜サラダ

・ミモザサラダ

・⼩海⽼とアボカドサラダ

・蒸し鶏とブロッコリーのサラダ

BRM

・パルマ産プロシュート

・クリームチーズの味噌漬け

・鮮⿂カルパッチョ

・本⽇の野菜料理

・本⽇の煮込み料理

前菜 2種 サラダ＆ドレッシング

メイン

③ヴィーガンメニュー
・季節ごとの完全ヴィーガン料理をご⽤意してます！
 内容はスタッフがお伝えします。

①⾃家製 ⽞⽶パスタ
・⽞⽶粉100％の⾃家製グルテンフリーパスタを旬の⾷材を使
 って⽇替わりでご⽤意しています！

②発芽⽶『⾦のいぶき』リゾット
・発芽⽶特有のプチプチとした⾷感はリゾットにもぴったり！

④⼤⼭鶏のロースト
・⿃取県産、⼤⼭鶏を⾹ばしくジューシーに焼き上げました
 ⽞⽶ブレッドか、発芽⽶がお選びいただけます。

DinnerSe
t

・前菜追加⼀品

・⾃家製野菜スープ

￥250

￥250

・⽞⽶ブレッド

・⼤盛り

￥300

￥100

¥2000



BRMランチプレート ALL 1,650 円

当店のメニューはすべて、小麦を使用しないグルテンフリーメニューです。
価格はすべて税込みです。

すべてのプレートに
前菜セットが付きます

① 自家製 玄米パスタプレート

③ ヴィーガンプレート ④ 大山鶏のローストプレート ⑤ ガーデンサラダプレート

② 発芽米「金のいぶき」
リゾットプレート

土/日/祝 限定
和牛ローストビーフプレート

2,420円

和牛を使用した
ローストビーフの贅沢ランチ

ＰＬＡＴＥ
ＯＰＴＩＯＮ

① 自家製 玄米パスタプレート
玄米粉100％の自家製グルテンフリーパスタを旬の食材を使って
日替わりでご用意しています！

② 発芽米「金のいぶき」 リゾットプレート
発芽米特有のプチプチとした食感はリゾットにもぴったり！

③ ヴィーガンプレート
前菜やスープ、メインに至るまで全てヴィーガン対応のプレートです。
メインは季節ごとにご用意しています！

④ 大山鶏のローストプレート
鳥取県産 大山鶏を香ばしくジューシーに焼き上げました。
玄米ブレットか発芽米がお選びいただけます。

⑤ ガーデンサラダプレート
自家製 青汁ハーブドレッシングで15品目の野菜や魚介、
玄米マカロニなど 色々楽しめるサラダです！

＜パスタ＆リゾット＞ 多め ＋100円 ／ 少なめ －50円

ドリンクセット 上記BRMプレートに+300円
※次ページからお選びいただけます。（アルコール不可）

ドリンク＆ドルチェセット 500円
※次ページよりドリンクとドルチェがお選びいただけます。



Ｄrink＆Ｄolce ドリンク＆ドルチェ

当店のメニューはすべて、小麦を使用しないグルテンフリーメニューです。
価格はすべて税込みです。

◆ コーヒー

コーヒー 500円

カプチーノ 550円

カフェラテ／ソイラテ 550円

デカフェ 550円

◆ 紅茶・ハーブティー

紅茶 アールグレイ 500円

紅茶 ダージリン 500円

ハーブティー カモミール 500円

ハーブティー レモングラス 500円

ハーブティー ローズヒップ 500円

◆ グルテンフリー ドルチェ ALL 500円

ティラミス

ベイクドチーズケーキ ガトーショコラ

季節のタルト セミフレッド

メッセージを入れたプレートにすることが
できます。詳しくは、スタッフへ（要予約）

ドリンク&ドルチェ 1,000円

※プレートメニューをご注文のお客様 500円

◆ かき氷 ALL 1,300円

ティラミス ケールかぼちゃ＆リンゴ

レアチーズ
※プレートメニューをご注文のお客様
（ハーフサイズ）

６00円

◆ パフェ （お飲み物付） ALL 1,800円

ティラミスのパフェ

季節のパフェ

Set

Set

◆ ソフトドリンク

FANCLケールジュース 400円

オレンジジュース 500円

アップルジュース 500円

グレープフルーツジュース 500円

大人のカロ茶（緑茶・ハトムギ・紅茶） 500円

◆ アルコール

ランチビール 500円

ランチワイン（泡・白・赤） 500円

Course Menu ランチコース

◆ 美と健康のグルテンフリーコース 3,300円

前菜5種盛り＆旬野菜

スープ＆玄米ブレット

本日のパスタ or 本日のリゾット

メイン肉料理 or メイン魚料理

グルテンフリードルチェミスト

カフェ



Course Menu       季節のコース

当店のメニューはすべて、小麦を使用しないグルテンフリーメニューです。
価格はすべて税込みです。

Specialite シェフのこだわりメニュー

ポルチーニ茸と黒毛和牛のボロネーゼ 1,200円

FANCL青汁のクレマヴェルデ 1,200円

パルミジャーノレッジャーノ＆ゴルゴンゾーラの
リゾット

1,200円

FANCL青汁と旬野菜のクリームリゾット 1,200円

旬野菜＆魚介の発芽米パエリア 1,200円

黒毛和牛のタリアータ 1,800円

本日のアクアパッツァ 1,200円

◆季節のグルテンフリーコース 4,800円

前菜5種盛り＆旬野菜

本日のカルパッチョ

季節の焼きリゾット

旬野菜のスープ

メイン 肉料理or魚料理

パスタをメニューから

ドルチェミスト＆旬の果実



Drink Menu ドリンクリスト・詳細は次ページをご覧下さい

当店のメニューはすべて、小麦を使用しないグルテンフリーメニューです。
価格はすべて税込みです。

Café

◆ グラス ５００円

グラスビール グラスワイン（泡・白・赤）

◆ ボトル

日本のあわ
甲州＆シャルドネ（白/泡）

さわやかさとふくよかさを併せ持つワインです。リッチな味わいの
シャルドネに繊細で「和」を感じる甲州をバランスよく
アサンブラージュしました

4,000円

ヴーヴ・デゥ・ヴェルネ ロゼ
（ロゼ/泡）

フランボワーズなどの赤系果実のアロマ。繊細で美しいロゼ色の泡立ち。
甘酸っぱい果実味と柔らかい泡の調和が見事なロゼスパークリング 2,500円

テヌータ・サン・マルコ ビアンカ
サレント マルヴァジーア （白）

ブーリア州のマッルヴァジーア・ビアンカを使用した、柑橘や白い花を
思わせる香り豊かな、さわやかな白ワインです 2,500円

マルセル セルヴァン シャブリ（白）
自然を愛する農家のワイン、白い花の芳醇な香りにシトラスや白桃を思
わせる味わいが口いっぱいに広がります 6,800円

ステレンボッシュ ヒルズ
レゼルブ レッド （赤）

美しく輝くガーネット色、やや成熟感のある複雑な香り、ブラックベ
リーやスパイスの味わいに豊かな甘みを感じる。きめ細やかなタンニン
が熟成を感じさせる

4,500円

カシェロ・デル・ディアブロ
カベルネ・ソーヴィニヨン（赤）

カシス・チェリー・プラムを思わせるアロマに、た樽熟成由来のトース
トのニュアンスが上品さを添えています。タンニンはパワフルでジュー
シーでエレガントな印象

2,500円

Point

当店のハウスワイン（グラスワイン）は全てオーガニック
ワインの提供になります。泡・赤・白からお選びください。
ボトル注文は2,500円～。イタリア・スペインを中心に、
季節や料理に気軽に合わせやすく、飲みやすいオーガニック
ワインを提供しております。

◆ ｺｰﾋｰ

コーヒー 500円

カフェラテ/ソイラテ 550円

カプチーノ 550円

デカフェ（コーヒー・紅茶） 550円

◆ 紅茶

アールグレイ 500円

ダージリン 500円

ローズヒップ 500円

カモミール 500円

レモングラス 500円

◆ ソフトドリンク

ウーロン茶 500円

オレンジジュース 500円

アップルジュース 500円

グレープフルーツジュース 500円

FANCLケールジュース 400円

コーラ 400円

ジンジャエール 400円

フルーツ青汁ジュース 400円




