
B U S Y  W O R K E R
L U N C H HUNGRY WORKER

LUNCH

DELUX WORKER
LUNCH

アンチョビとたっぷりブロッコリーのペペロンチーノ
埼玉県丸高パン粉かけ（パン）

980
Peperoncino of broccoli and anchovies with  Bread crumbs

本日鮮魚のアクアパッツァ(パンorライス)
1480

Aquapazza of a today fresh fish   With bread or rice

牛ハラミのステーキ(パンorライス)
1480

 Beef steak of harami   With bread or rice 

本日鮮魚のオーブン焼き
八女完熟トマトのバルサミコマリネ添え(パンorライス)

980
Baked Today’s fresh fish with Balsamic marinated Ripe tomatoes With bread or rice  

豚バラ肉と、とろとろ春キャベツの蒸し煮
福岡産春菊のソース(パンorライス)

980
Steamed Pork back ribs and Spring cabbage  Source of garland chrysanthemumWith bread or rice    

パロマのハンバーグ(パンorライス)
980

Paloma's hamburg  With bread or rice

パロマのカレーライス
930

Paloma's curry and rice

パロマのオムライス
930

Paloma's omelet containing fried rice

八女茄子とモッツァレラ、バジルのトマトパスタ(パン)

1080
Tomatopasta of basil and mozzarella and eggplant

SWEET LOVER

SET

RECOMMENDED
VEGETABLES

農園野菜の
バーニャカウダ

1000
Bagnacauda of farm vegetable

福岡・大分・
佐賀の畑から
届いた

１・パロマのいろいろオードブル ( スープ付 )

２・お好きなメインをお選びください

３・お好きなドリンクをお選び下さい

エスプレッソ・コーヒー・紅茶・アイスコーヒー

アイスティー・オレンジジュース・ハーブティー

＊お持ち帰りもできます

＊ドリンクがいらない方は－５０円で

お召し上がりいただけます

本日鮮魚のアクアパッツァ(パンorライス)
1580

Aquapazza of a today fresh fish   With bread or rice

牛ハラミのステーキ(パンorライス)
1580

Beef steak of harami   With bread or rice 

パロマのハンバーグ(パンorライス)
1080

Paloma's hamburg   With bread or rice

パロマのカレーライス
1030

Paloma's curry and rice

パロマのオムライス
1030

Paloma's omelet containing fried rice

パロマのハンバーガー
930

Paloma's hamburger

１・パロマのいろいろオードブル ( スープ付 )

２・お好きなメインをお選びください

３・お好きなデザートをお選びください

カスタードプリン・杏仁豆腐・シフォンケーキ・グレープフルーツのプリン

ティラミス・マンゴーソルベ・ヴァニラアイス・ヨーグルトソルベ

2・お好きなドリンクをお選び下さい

エスプレッソ・コーヒー・紅茶・アイスコーヒー

アイスティー・オレンジジュース・ハーブティー

パロマのハンバーグ　250g　(パンorライス)
1080

Paloma's hamburger 250g   With bread or rice

パロマのカレーライス　大盛り
980

Paloma's curry and rice Large serving

パロマのオムライス　大盛り
980

Paloma's omelet containing fried rice Large serving

１・パロマのいろいろオードブル ( スープ付 )

２・お好きなメインをお選びください

３・お好きなドリンクをお選び下さい

エスプレッソ・コーヒー・紅茶・アイスコーヒー

アイスティー・オレンジジュース・ハーブティー

14:00～15:30

１・お好きなデザートをお選びください

マンハッタンチーズケーキ
680

Manhattan cheesecake

チョコレートのオムレツ
680

Omlette of chocolate

NEOストロベリーショートケーキ
700

Strawberry Shortcake

アリスの洋風ぜんざい
680

Western style sweet red-bean soup

ピスタチオのクレームブリュレ
680

Cream Brulee of a pistachio 

ストロベリーミルフィーユ
780

Strawberry Mille-feuille

キャラメルきんぴらゴボウ
680

Caramel kinpira-dish burdock

出来たてアイス＆ソルベ
350 

Ice cream and sorbet which were just made

三ツ星チョコムース
450

Chocolate mousse of the Mitsuboshi restaurant

阿蘇・夢みるくのミルキーアイス
350

Smooth ice cream of the milk of Aso

パンナコッタブリュレ
350

Brule of panna cotta

サヴァラン
480

Savarin

温かいグラニースミスのプチタルト　くるみアイス添え
480

Petit tart of warm Granny Smith   Within walnut ice

とろけるグレープフルーツプリン
350

Grapefruit pudding which melts 

Coconutココナッツ
ChocolateチョコレートMangoマンゴー

Raspberryラズベリー
Vanillaヴァニラ

4・お好きなドリンクをお選び下さい

エスプレッソ・コーヒー・紅茶・アイスコーヒー

アイスティー・オレンジジュース・ハーブティー

パロマのハンバーガー
1030

Paloma's hamburger

アンチョビとたっぷりブロッコリーのペペロンチーノ
埼玉県丸高パン粉かけ（パン）

980
Peperoncino of broccoli and anchovies with  Bread crumbs

八女茄子とモッツァレラ、バジルのトマトパスタ(パン)

1080
Tomatopasta of basil and mozzarella and eggplant

本日鮮魚のオーブン焼き
八女完熟トマトのバルサミコマリネ添え(パンorライス)

1080
Baked Today’s fresh fish with Balsamic marinated Ripe tomatoes With bread or rice  

豚バラ肉と、とろとろ春キャベツの蒸し煮
福岡産春菊のソース(パンorライス)

1080
Steamed Pork back ribs and Spring cabbage  Source of garland chrysanthemumWith bread or rice  

アンチョビとたっぷりブロッコリーのペペロンチーノ
埼玉県丸高パン粉かけ　大盛り（パン）

980
Peperoncino of broccoli and anchovies with  Bread crumbs

八女茄子とモッツァレラ、バジルのトマトパスタ　大盛り(パン)

1080
Tomatopasta of basil and mozzarella and eggplant


