
COURSE

　

tax in 

BRUSCHETTA

ANTIPASTI

SALAD

PASTA

DOLCE

ブルスケッタ

前菜

サラダ

パスタ

ドルチェ

　　　

季節の食材を使用した、RACINES ORGANICをゆっくり楽しむコース

2,800yen

　　　

 チーズブルスケッタ

　　徳島れんこんのバルサミコソテー

　　肉厚椎茸　ジンジャーコンフィ

　　　川田さん 根菜ピクルス　

　　豚ロースのスパイスハム 

15品目のミニサラダボウル

お好きなパスタをお選びください。

自家製ジェラート

ハラペーニョナポリタン

ベーコンとキャベツ　完熟トマトソース
　　　　

鶏もも肉と赤軸ほうれん草 クリームソース

Coffee/Tea



LUNCH / WEEKDAY 11－14

Vegetable Pottage 　徳島春人参のポタージュ　1,600

Shrimp Gratin　海老グラタン 　1,600
アメリケーヌソースとたっぷりのチーズを乗せて焼き上げたシュリンプグラタンです。

SOUP LUNCH
たっぷりのスープがメインのランチ

GRATIN LUNCH
熱々のグラタンがメインのランチ

全国の生産者様から届くこだわりの旬野菜や果物がたっぷりのサラダです。

SALAD LUNCH
自慢のお野菜がメインのランチ

＊自家製パン / スープ / コーヒー or 紅茶 付き

旬野菜やフルーツ・キヌア・穀物・ナッツと一緒にスプーンで食べるサラダです。 

アマニオイルのドレッシングで。

＊自家製パン / スープ / コーヒー or 紅茶 付き

15items Salad Bowl　15品目のサラダボウル　1,600

Wreath Salad　季節のリースサラダ　　1,600

＊自家製パン / 15品目サラダ / コーヒー or 紅茶 付き

＊自家製パン / サラダ / コーヒー or 紅茶 付き

Onion Gratin Soup　オニオングラタンスープ　　1,500
熱々のチーズとゆっくり炒めた大量の国産玉葱！ 体が温まります。

＊自家製パン / サラダ / コーヒー or 紅茶 付き

Napolitan　ハラペーニョナポリタン　　1,200

Tomato 　ベーコンとキャベツ　完熟トマトソース　　1,300

Cream　鶏もも肉と赤軸ほうれん草　クリームソース　　1,400

Bolognese  

＊サラダ / コーヒー or 紅茶 付き

＊中盛り 120g / 大盛り 150g　無料

PASTA LUNCH
日替わりのパスタを楽しむランチ

　

   　じっくり煮込んだ国産豚と新じゃが      1,500

　野菜をローストする事で旨味と甘みが凝縮！ 食べる濃厚ポタージュ。



焼きモッツァレラとアンチョビバター　ブルスケッタ　　　950
　鶏白レバームース　ブルーベリージャム　　800
ブロッコリー　アンチョビガーリックマリネ　　750

北海道白糠町 フレッシュモッツァレラと徳島産トマト　カプレーゼ 　1,500
ホワイトアスパラのソテー　冷製カルボナーラソース　　1,300

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オニオングラタン　　1,200　　　　　　　　　　　　　                                                      
　　甘海老　スパイスフリット　　950

　　　Fish&Chips 鱈と新じゃが芋のフリット　　1,200　

COURSE
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季節の食材を使用した、RACINES ORGANICをゆっくり楽しむコース

2,800yen

　　　

   　　　　クリームチーズとブルーベリー　ブルスケッタ

徳島レンコン バルサミコソテー

肉厚しいたけ ジンジャーコンフィ

紅芯大根のピクルス　

豚ロースのスパイスハム 

15品目のミニサラダボウル

お好きなパスタをお選びください。

自家製ジェラート

ベーコンとからし菜　完熟トマトソース

帆立とインゲン豆　クリームソース

　　鶏もも肉と新じゃが　ジェノベーゼクリーム

Coffee/Tea



焼きモッツァレラとアンチョビバター　ブルスケッタ　　　950
　鶏白レバームース　ブルーベリージャム　　800
ブロッコリー　アンチョビガーリックマリネ　　750

北海道白糠町 フレッシュモッツァレラと徳島産トマト　カプレーゼ 　1,500
ホワイトアスパラのソテー　冷製カルボナーラソース　　1,300

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オニオングラタン　　1,200　　　　　　　　　　　　　                                                      
　　甘海老　スパイスフリット　　950

　　　Fish&Chips 鱈と新じゃが芋のフリット　　1,200　

Pasta
こだわりのソースと具材の組み合わせをお楽しみ下さい。

LUNCH / WEEKEND 11－14

Salad

こだわりの旬野菜！　季節のリースサラダ　　　1,600　

　　　大葉と新玉葱の特製ドレッシング　　

食事と一緒に

　2種類のパンと自家製ジャム&ホイップバター付き　　

　ベーコンとからし菜 完熟トマトソース　1,400
帆立とインゲン豆　クリームソース　1,500

　　　　
鶏もも肉と新じゃが　ジェノベーゼクリーム　1,500

じっくり煮込んだ国産豚とほうれん草　ボロネーゼ　　1,600

Appetizer

　　　小さなグリーンサラダ

　　

　2種類のパンと自家製ジャム＆ホイップバター
RACINESで毎日焼いている手作りのパンを新鮮お野菜を大葉と玉葱の生ドレッシングで

　　　　　

350 450

全国の生産者様から毎日届く自慢のお野菜。

お召し上がり下さい。 お食事と一緒にお召し上がり下さい。



焼きモッツァレラとアンチョビバター　ブルスケッタ　　　950
　鶏白レバームース　ブルーベリージャム　　800
ブロッコリー　アンチョビガーリックマリネ　　750

北海道白糠町 フレッシュモッツァレラと徳島産トマト　カプレーゼ 　1,500
ホワイトアスパラのソテー　冷製カルボナーラソース　　1,300

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オニオングラタン　　1,200　　　　　　　　　　　　　                                                      
　　甘海老　スパイスフリット　　950

　　　Fish&Chips 鱈と新じゃが芋のフリット　　1,200　

LUNCH  / WEEKEND 11－14 

Buttermilk Pancake　バターミルクパンケーキ
バターミルクとリコッタチーズのパンケーキ

メープルシロップ＆ホイップバター

Classic Plain　　パンケーキプレーン　　1,300

Strawberry　　苺のパンケーキ　　1,600

Classic Waffle　全粒粉のワッフル
全粒粉のサクサク食感。発酵バターの芳醇な香り

メープルシロップ＆クロテッドクリーム

Classic Plain　　ワッフルプレーン　　1,000

Orange　　香川“セミノール”　　1,300

Coffee　オブスキュラオリジナルコーヒー 450
Espresso　エスプレッソ 400
Café Latte　カフェラテ 550
（Soy ソイ / Oatmilk オーツ　+50）

Earl gray　アールグレイ 600
Herb tea　ハーブティー 600
Ceylon　セイロン 600
Royal milk tea　ロイヤルミルクティー 600

Cafe

Fresh Juice フジカワ果樹園はれひめ　     700
Fresh Juice 生搾り 人参ジュース     　 　  700  
Craft Ginger　自家製ジンジャーエール 　　650

Hyuganatsu Soda　日向夏ソーダ          680
Lemonade　無農薬レモネード   　　        650
Craft Cola　クラフトコーラ 
  

Soft Drink

 リッチアイランド 　　　　　　　  R680/L980　     
 ラシーヌ ファーストシーズン　　　   R680/L980  
 ハートランド　瓶　　　　　　　　　300ml /680

Sparkrling  カヴァ ブリュット  　          680 
Lemo Sour　無農薬レモンサワー   　　    650
Hyuganatsu Sour　日向夏サワー          650
Highball  クラシックハイボール　　　　　　650

  

Alcohol

Beer

650


