
※写真はイメージです。 ※表示価格はすべて税込となります。

Delivery
フロント内線８番 ／ Front desk（Dial 8）

［お届け時間］18:00 ～ 20:45（L.O.）

１トマトと豆腐の紫蘇サラダ〈和風ドレッシング〉 ￥800

２おにぎりと焼き鮭のわっぱ盛り〈味噌汁＋３００円〉 ￥1,200

３ あごだし仕立ての博多うどん 海老と牛蒡の天婦羅添え ￥1,500

４ おつまみ盛り合わせ 〈からすみ/烏賊三升漬け/焼きカマンベール/くるみのキャラメリゼ/生ハム〉 ￥2,000

５ 糸島華豚ヒレカツ仕立てのアゴーラ黒カレー ￥2,000

６ 海鮮巻き鮨 ￥2,500

７ 豚かつ重膳 〈漬物、味噌汁付き。ご飯大盛＋３００円〉 ￥2,500

８ 暦名物鯛茶漬け 天婦羅付 ￥2,500

９黒毛和牛のローストビーフ丼 自家製のジャポネソース ￥3,000

農薬や遺伝子組み換えではない餌を使用した希少価値のある糸島ブランド華豚を使用

一度焼き上げた鯛骨の出しと八女茶を合わせ、凛とした旨味の鯛骨茶出し
自家製胡麻タレと鯛骨茶出しを新鮮な鯛身に回しかけ、釡炊きご飯と一緒にお楽しみください

鯛や鮪など新鮮な食材を佐賀県の有明海苔で贅沢に巻きあげた逸品

有田焼の器に釡炊きごはんと豚カツ卵とじを重箱スタイルで

新鮮なトマトや野菜を使用したさっぱりしたトマトサラダです。

おにぎりと焼き鮭をわっぱスタイルで

あご（トビウオ）出汁をベースとした柔らか麺の博多うどん

国産黒毛和牛の希少部位 “シンタマ” をじっくり低温で焼き上げた香り高いローストビーフを
自家製ソースでご飯と共に

鯛茶漬けおにぎりと焼き鮭のわっぱ盛り 海鮮巻き鮨 豚かつ重膳 ⿊⽑和⽜のローストビーフ丼

Fresh sh iso sa lad - Vegetable  served wi th  tomato,  to fu  and Japanese dress ing 

R ice ba l l  wi th  gr i l led  sa lmon  ＋ Miso soup ¥300yen - Such as a  lunch box s ty le  

Hakata  Udon - Noodles wi th  shr imp tempura and burdock tempura 

Appet izer  - Dr ied mul le t  roe,  Sauce squid  d ipping,  Gr i l led camembert ,  Caramel iza t ion,  Rare hum

AGORA Black curry  -  Curry is made by pork fillet cutlet 

Sea food rolled sushi  -  Sushi roll that contains seabream and tuna 

Pork cutlet boxes  -  With pickles and miso soup. ＋ large bowl of rice ¥300yen 

Rice with green tea  -  Sea bream on the rice. It’s including tempura 

Roast beef bowl with Japanese sauce  -  “KUROGEWAGYU” roast beef on the rice bowl with original sauce 



ビール

キリン一番搾り（中瓶） ¥900
Kir in Ich iban Sh ibor i (medium-s ized bot t le )

スパークリングワイン

ドゥーシェ・シュバリエ・ブリュト（スペイン） ￥4,500
Duché Cheval l ier Brut

バロン・ド・ブルバン ブリュット・ブラン・ド・ブラン（フランス） ￥4,500
Baron de Breban Brut  Blanc de Blancs

シャンパーニュ

ギィ・ド・サンフラヴィー・ブリュット ￥13,000
Guy de Sa int  F lavy BRUT

ルイ・ロデレール・ブリュット・プルミエ ￥24,000
Louis  Roederer BRUT PREMIER 

ヴーヴクリコ・イエローラベル・ブリュット ￥24,000
Veuve Cl icquot Yel low Label  BRUT

白ワイン

エコバランス ソーヴィニョン・ブラン（チリ） ￥3,800
Eco Balance  Sauv ignon Blanc

ヴィニウス オーガニック・ヴィオニエ（フランス） ￥4,800
Vinus Organic  Viognier

スモーキング・ルーン・シャルドネ（アメリカ） ￥6,500
Smoking Loon Chardonnay

赤ワイン

エスピノ ピノ・ノワール（チリ） ￥4,800
Espino P inot  Noir
ペンフォールズ･クヌンガ･ヒル シラーズ･カベルネ（オーストラリア） ￥6,500
Penfolds Koonunga Hi l l  Sh i raz Cabernet

ル・マルキ・ド・カロン・セギュール 2017（フランス） ￥20,000
Le Marquis  De Calon Segur 2017

日本酒

杜の蔵 純米吟醸 翠水（すいすい） 300ml ￥2,500
MORINOKURA Junmaig injo Suisu i

萬代 大吟醸 たけしずく 300ml ￥2,800
BANDAI Daig injo Takesh izuku

Delivery
フロント内線８番 ／ Front desk（Dial 8）

［お届け時間］18:00 ～ 20:45（L.O.）
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