GARDEN CITY CLUB OSAKA

LUNCH

【 オススメランチメニュー 】

November．
★プラス 220 円にてプチデザートをお付けできます。

２Week ランチセット（Ａ）

1,320 yen

★メイン料理・御飯・味噌汁・小鉢・コーヒー付き

★会員様限定ランチサービス

1,320 yen

会員カードご提示にて

1,020 yen

11/1 ～ 11/13

油淋鶏
11/16 ～ 11/30 豚肉と茸の甘辛炒め
★ランチで集めた売上の一部を『桜寄金』として送らせて頂きます。

1,600 yen

２Week ランチセット（Ｂ）
★メイン料理・御飯・味噌汁・小鉢・コーヒー付き

11/1 ～ 11/13

天麩羅定食
11/16 ～ 11/30 鯖カツ
1,050 yen

今月の麺御膳
★御飯・小鉢・コーヒー付き

醤油ラーメン
【 おなじみの定番メニュー 】

★プラス 220 円にてプチデザートをお付けできます。

ステーキ丼セット

1,530 yen

★味噌汁・小鉢・サラダ・コーヒー付き。

1,530 yen

とろとろ卵の特製オムライスセット
★スープ・サラダ・コーヒー付き。
★ソースをお選び頂けます。（ デミグラスソース or ケチャップ ）

1,270 yen

黒毛和牛のビーフカレーセット

★スープ・サラダ・コーヒー付き。
★トッピングできます。（ カツ 480 円・チーズ 180 円・温玉 180 円・エビフライ 480 円 ）

1,900 yen

特使ハンバーグセット 旬の温野菜添え
★スープ・サラダ・パンまたはライス・コーヒー付き。
★ソースをお選び頂けます。（ おろしポン酢 or デミグラスソース ）

【 コース 】
2,100 yen

ガーデンコース
＊前菜

サーモンの燻製

＊スープ

本日のスープ

＊メイン料理

本日のお魚料理
本日のお肉料理

＊デザート

山芋のパンケーキ

（＋1,000 円）

西洋わさびのクリーム

★ メイン料理はお選び頂けます。

本日のデザート
コーヒー又は紅茶

当レストランではアレルゲン特定 7 品目（エビ・カニ・そば・玉子・乳・大豆・落花生）
が使用されているメニューがございます。お気軽にスタッフまでお声掛けください。
全席禁煙です。
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TAKEOUT
G AR D E N C I T Y C LUB OS A K A
ガーデンシティクラブ大阪のテイクアウトが
リニューアルいたしました
会社のミーティングやランチタイムに
おうちでの晩酌のおともに
あらゆるシーンに彩りを添えるお弁当をご用意しました
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SUGOMORI
詰め合わせ BOX

￥2,000（税込）

Sugomori

Roast beef

30 品目以上の食材を使用した
バラエティー豊かな詰め合わせ BOX
お客様の要望に沿ったメニューづくりも !!
自由度の高さはガーデンならでは♪
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ローストビーフ重

￥2,500（税込）

じっくりローストした和牛もも肉のローストビーフと
粒がしっかりしていて食べ応えのある富山県産の
「てんこもり米」を合わせた特製ローストビーフ重

03

家庭とは一味違うプロの味をご賞味ください

シーフードパエリア

￥2,000

Reservation

（税込）

本場スペインの調理法で仕上げたパエリア

予約受付

お米一粒一粒に旨みを閉じ込め、
バリエーション豊かなシーフードを
たっぷりのせた本場の味をご賞味ください

受取方法

2 日前までの要予約

※ 但し、前日や当日でも仕入れ状況に応じてご相談承ります

1. 店頭お引き取り（11：00 ～ 18：00）
※ 上記時間外のお引き取りはご相談ください

2. 会計 10,000 円以上で配達（11：00 ～ 18：00）
※ 配達エリア、配達個数は要相談となりますのでお問合せください

お申込み・お問い合わせはコチラ

tel. 06-6343-7770

ガーデンシティクラブ大阪
〒530-0001

大阪市北区梅田 2-5-25 ハービス OSAKA 6F

tel. 06-6343-7770

fax. 06-6343-7773

URL. http://www.gcco.jp/

GARDEN CITY CLUB OSAKA
【 オススメランチメニュー 】

【12月】

LUNCH

★プラス 220 円にてプチデザートをお付けできます。

２Week ランチセット（Ａ）

1,320 yen

★メイン料理・御飯・味噌汁・小鉢・コーヒー付き

★会員様限定ランチサービス

1,320 yen

会員カードご提示にて

1,020 yen

12/1 ～ 12/11

蓮根のはさみ揚げ
12/14 ～ 12/28 豚キムチ
★ランチで集めた売上の一部を『桜寄金』として送らせて頂きます。

1,600 yen

２Week ランチセット（Ｂ）
★メイン料理・御飯・味噌汁・小鉢・コーヒー付き

12/1 ～ 12/11

寄せ鍋
12/14 ～ 12/28 鯖の棒寿司
1,050 yen

今月の麺御膳
★御飯・小鉢・コーヒー付き

牛すじの煮込みうどん or 蕎麦
【 おなじみの定番メニュー 】

★プラス 220 円にてプチデザートをお付けできます。

ステーキ丼セット

1,530 yen

★味噌汁・小鉢・サラダ・コーヒー付き。

とろとろ卵の特製オムライスセット

1,530 yen

★スープ・サラダ・コーヒー付き。
★ソースをお選び頂けます。（ デミグラスソース or ケチャップ ）

1,270 yen

黒毛和牛のビーフカレーセット

★スープ・サラダ・コーヒー付き。
★トッピングできます。（ カツ 480 円・チーズ 180 円・温玉 180 円・エビフライ 480 円 ）

特使ハンバーグセット 旬の温野菜添え

1,900 yen

★スープ・サラダ・パンまたはライス・コーヒー付き。
★ソースをお選び頂けます。（ おろしポン酢 or デミグラスソース ）

【 コース 】
2,100 yen

ガーデンコース
＊前菜

パテ・ド・カンパーニュとサラダメスクラン

＊スープ

本日のスープ

＊メイン料理

本日のお魚料理
本日のお肉料理

＊デザート

（＋1,000 円）

★ メイン料理はお選び頂けます。

本日のデザート
コーヒー又は紅茶

当レストランではアレルゲン特定 7 品目（エビ・カニ・そば・玉子・乳・大豆・落花生）
が使用されているメニューがございます。お気軽にスタッフまでお声掛けください。
全席禁煙です。

