Set Menu

＊All prices include consumption tax.
＊No smoking.
＊Please do not take drinks into the museum.
＊価格はすべて消費税を含んでおります 。 ＊喫煙はご遠慮下さい。
＊カフェからのドリンクの持ち出しはご遠慮下さい。

セットメニュー

Salad & Soup Set

Main
単品

\1,080

Olive-fed Beef Steak Pilaf

グリーンサラダと日替わりスープ、
小鉢がついたお得なセット。

オリーブ牛のステーキピラフ

メインのお食事とご一緒にどうぞ。

オリーブの絞り果汁で育てた讃岐牛のステーキを
のせたピラフ。

Setopon（Hot/Iced）

せとぽん ( ホット／アイス )

コーヒー／アイスコーヒー

+\550

単品 \650

Bagel Sandwich with Smoked Salmon

〈 Smoked Salmon / Cream Cheese / Vegetables 〉

+\650

スモークサーモンのベーグル
サンドイッチ

単品

\750

This menu is limited in quantity

数量限定

スモークサーモン、クリームチーズ、野菜を挟んで

Rice burger with teriyaki chicken
and Naoshima seaweed

〈 Teriyaki chicken / Lettuce / Mayonnaise 〉

照り焼きチキンのライスバーガー

+\560

単品

※なくなり次第終了です。

\660

ベークドチーズケーキ

Setouchi Lemon Tea（Hot/Iced）

瀬戸内レモンティー ( ホット／アイス )
Black Tea with Lemon Peel, Lemongrass & Hibiscus
レモングラスとハイビスカスのフレーバーティー

Natural Tea（Hot/Iced）

ナチュラルティー ( ホット／アイス )
Black Tea from Bangladesh
バングラディッシュ産オーガニック紅茶

Flower Tea（Only Hot）

Black Tea with Rose & Marygold
ローズとマリーゴールドのフレーバーティー

Strawberry & Blueberry Cake

グルテンフリー

Vanilla Ice Cream with Bagel
バニラアイスとベーグル

Dolce pop Lemonade

ドルチェポップ レモネード

ソライロ コーラ
Bottle Green

Ginger & Lemongrass

ボトルグリーン

ジンジャー＆レモングラス

Orange Juice

オレンジジュース

〈 Ratatouille / Green Salad / Rice Bread 〉

Gluten free

瀬戸内レモンビター・ストロング

Sora-Iro Cola

フレーバーティー フラワー ( ホットのみ )

苺とブルーベリーのケーキ

Vegetable Plate

Water

※ジュースではありません。

Baked Cheese Cake

直島のり付き

甘辛な照り焼きチキンのライスバーガー。
直島ののりをお好みで。

Setouchi Lemon Bitter Sparkling

タンサン

Monet's banana ice cream &
gâteau au chocolat
モネのバナナアイス
ガトーショコラ

\780

自家製ラタトゥイユとグリーンサラダ。
お米のパンと一緒に。

単品 \560

オリジナルの瀬戸内デトックスジュース

Coﬀee（Hot/Iced）

※なくなり次第終了です。

ベジタブルプレート

イチオシ

+\460

できません。

Desserts Set
単品

Drink Set

※サラダセットのみのご注文は

This menu is limited in quantity

数量限定

+\300

Apple Juice

Bottle Green

Pomegranate & Elderﬂower

ボトルグリーン

ザクロ＆エルダーフラワー
IZZE

Blackberry

イズィ ブラックベリー

アップルジュース

イズィ ピーチ

IZZE

Peach

Mango Juice

IZZE

Grapefruit

マンゴージュース

イズィ グレープフルーツ

Drink Menu

＊All prices include consumption tax.
＊No smoking.
＊Please do not take drinks into the museum.
＊価格はすべて消費税を含んでおります 。 ＊喫煙はご遠慮下さい。
＊カフェからのドリンクの持ち出しはご遠慮下さい。

ドリンクメニュー

Coﬀee & Tea & Fruit Juice
Setopon

せとぽん

イチオシ

Coﬀee

コーヒー

Bottled Drinks
Setopon（Hot/Iced）

瀬戸内レモンビター・ストロングタンサン

オリジナルの瀬戸内デトックスジュース

Coﬀee（Hot/Iced）

瀬戸内レモン使用。すっきりとした強炭酸水。 ※ジュースではありません。

￥560

コーヒー ( ホット／アイス )

Dolce pop Lemonade

ドルチェポップ レモネード

S ￥560 ／ W ￥660

エスプレッソ

Café Latte ／ Cappuccino

カフェラテ／カプチーノ

紅茶

Setouchi Lemon Bitter Sparkling Water

￥650

せとぽん ( ホット／アイス )

Espresso S/W

Tea

All \５60

シチリア産レモンの甘酸っぱい風味が生きた澄んだ味わい

￥660

Sora-Iro Cola

ソライロ コーラ

瀬戸内海産海水塩入り。優しくどこか懐かしい甘みの空色コーラ

Setouchi Lemon Tea（Hot/Iced）

瀬戸内レモンティー ( ホット／アイス )
Black Tea with Lemon Peel, Lemongrass & Hibiscus
レモングラスとハイビスカスのフレーバーティー

￥560

Bottle Green

Ginger & Lemongrass

ボトルグリーン

ジンジャー＆レモングラス

ハーブと果汁の微炭酸ドリンク

Natural Tea（Hot/Iced）

Pomegranate & Elderﬂower

ナチュラルティー ( ホット／アイス )
Black Tea from Bangladesh
バングラディッシュ産オーガニック紅茶

ザクロ＆エルダーフラワー
￥560

フレーバーティー フラワー ( ホットのみ )

Fruit Juice

フルーツジュース
Other

その他

Orange ／ Apple

／ Mango

オレンジ ／ アップル ／ マンゴー

ペリエ （330ml ）

ブラックベリー

天然果汁 70％使用の
スパークリングジュース

／
／

Peach

ピーチ

／
／

Grapefruit

グレープフルーツ

￥560
￥560

Alcohols

￥710

＊Please refrain from drinking and driving.

Sparkling Wine

スパークリング
Perrier

Blackberry

イズィ

Flower Tea（Only Hot）

Black Tea with Rose & Marygold
ローズとマリーゴールドのフレーバーティー

IZZE

Bottled Beer

ワイン（200ml ）

小瓶ビール （334ml ）

￥1,300
￥780

＊お車を運転されるお客様はアルコールのご注文をご遠慮ください。

Wine（Red / White）

赤ワイン／白ワイン（187ml ）

￥1,100

