
表記料金には消費税とサービス料金が含まれております。

 Prices are include service charge and  consumption tax.

食物アレルギーをお持ちのお客様はご注文の前にスタッフに必ずお伝えください。

If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering.

ランチメニューセレクション / LUNCH MENU SELECTION

4 コース　ランチ　 " ガーデン "
4 Course Lunch "Garden"

4,700

自家製 大和ポークパテ・ド・カンパーニュ　
トリュフハーブサラダ　赤ワインジュレ

マスタードのピクルス　フルーツコンフィー
Home- made Pate de Campagne, truffle herb salad

red wine jam, pickled mustard, fruit confit

春野菜のポタージュレギューム
蕪のカラメリゼと宇陀牛蒡

Spring vegetable pottage, caramelized turnip and burdock

酒粕でマリネした京奥丹波鶏胸肉の低温調理グリル
JW ガーデンローズマリーソース　ローカルベジタブル

Sous Vide kyo-oku tamba chicken breast, marinated in sake lees
JW garden rosemary sauce, local  vegetable

メイン料理を大和ポークのロースト +1,100 円
Yamato Pork Sirloin +1,100 YEN

メイン料理を黒毛和牛サーロインのロースト +4,300 円
 Kuroge Wagyu Beef Sirloin +4,300 YEN

ブロンドショコラのムース　柑橘の香り　柚子グラニテ
Blond chocolate mousse, citrus Scent, yuzu granite

５  コース　ランチ " シルクロード "
５ Course Lunch "Silk Road"

7,100

アミューズ
大和肉鶏のロースト　オリエンタルクレープ

奈良味噌　カルダモンクリーム　九条ネギ　クレソン
Amuse

Roasted Yamato chicken Oriental Crepe
Nara miso, cardamom cream, Kujo green onion, watercress

本日の鮮魚タルタル　柚子風味のアイオリ　奈良もろみ醤油
ハーブ　春野菜

Today's Fish tartar, yuzu-flavored aioli, Nara moromi soy sauce
herbs,spring vegetables

奈良椎茸のチキンコンソメ
Nara shiitake mushroom chicken consomme

塩麹でマリネしたヤマトポークのサーロイングリル　
JW ガーデンローズマリーソース　

ローカルベジタブル　柿ジャム　デュカスパイス　シルクロード風
Yamato Pork sirloin marinated in salted koji 

JW garden rosemary sauce
local vegetable, persimmon jam, dukkah spice Silk Road style

メイン料理を黒毛和牛サーロインのロースト＋ 3,600 円

Kuroge Wagyu beef sirloin +3,600 YEN

古都華　パータフィロ　クレームパティシエール　
苺マスカルポーネアイスクリーム

Kotoka strawbery, pate filo, custard cream
strawberry mascarpone ice cream

3 コース　ランチ  " 奈良 "
3 Course Lunch "Nara"

3,600

                              15種の野菜とハーブのサラダ　若草山スタイル
                                   柿酢と奈良産蜂蜜のドレッシング　チーズのガレット
                               15 kinds of vegetable and herb salad, Mt. Wakakusa style

         
            塩麴でマリネした大和ポークベリーのコンフィー
            チェリートマトとベジタブル
     Yamato Pork belly confit, marinated with salted koji
             with tomato and vegetable    

                          メイン料理を大和ポークのロースト+1,100円
Yamato Pork sirloin +1,100 YEN

メイン料理を黒毛和牛サーロインのロースト +4,300 円
Kuroge Wagyu beef sirloin +4,300 YEN

 

 クレームダマンド　フィユタージュ　ラズベリー　バニラアイスクリーム
      Almond cream, pie, raspberry, vanilla ice cream



表記料金には消費税とサービス料金が含まれております。
 Prices are include service charge and  consumption tax.

食物アレルギーをお持ちのお客様はご注文の前にスタッフに必ずお伝えください。
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering.

前菜、サラダ /APPETIZERS AND SALAD
ドレッシングには奈良県産の柿酢やはちみつを使用しています

We use persimmon vinegar and honey from Nara prefecture for dressing.

グリーンサラダ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   2,100
季節の野菜、パインナッツ、チェリートマト、サンフラワーシード
Garden Salad
Seasonal garden greens, pine nuts, cherry tomato, sunflower seeds

自家製 大和ポークパテ・ド・カンパーニュ トリュフハーブサラダ                             2,800
赤ワインジュレ、マスタードのピクルス、フルーツコンフィー
Home- made Pate de Campagne
Red wine jam, pickled mustard, fruit confit, truffle herb salad

北海道ホタテ貝とトリュフのカルパッチョ　春キャベツのサラダ                               3,900
柚子風味のオランデーズ　ハーブ                               　　　　　　　　　
Hokkaido Scallop and truffle carpaccio ,spring asparagus salad　
Yuzu-flavored hollandaise ,herbs

本日の鮮魚タルタル　柚子風味のアイオリ　奈良もろみ醤油                                        3,100
ハーブ　春野菜                         
Today's fish tartar, yuzu-flavored aioli, Nara moromi soy sauce　　
 herbs, spring vegetables

スープ / SOUP
ロブスタービスク                                                                                                                               3,100 
 季節のガーニッシュとともに
 Lobster bisque
Seasonal garnish

 大和奈良チキンコンソメ                                                                                                                2,500 
 ランゴスティンと白舞茸
 Yamato Nara chicken consommé
 Langostin and maitake mushroom

春野菜のポタージュレギューム                                                                                                   1.800
蕪のカラメリゼと宇陀牛蒡
Spring vegetable pottage,caramelized turnip and burdock　　

コンフォートクラシックス / COMFORT CLASSICS

クラブ サンドウィッチ                                                                                                                3,300
全粒粉またはホワイトトースト、トマト、スモークチキン、アボカド
オニオンコンフィ、ベーコン、フライドエッグ、熟成チェダーチーズ
Club Sandwich
White or whole  wheat bread, tomato, smoked chicken, avocado
onion confit, bacon, fried egg, aged cheddar cheese

JW 奈良バーガー                                            3,000
100% ビーフパティ、ベーコン、柿のジャム、レタス
トマト、熟成チェダーチーズ
JW Nara burger
100% beef patty, persimmon jam, bacon, lettuce, 
aged cheddar cheese, tomato

JW 奈良ビーフカレー　ココナツ風味 ( 国産米 )　　　　　　　　　　　　　　        3,100                                                                                                     
自家製ピクルスとともに
JW Nara beef curry
Steamed rice, house pickles

パスタボロネーゼ                                                                                                                                 3,100 
カサレッチェパスタ、パルメジャーノ
Bolognese pasta
Casarecce, parmesan cheese 

デザート / ARTFUL DESSERTS

ストロベリーフォレスト   チョコレートフォンダン                                                              2,500
Strawberry forest, chocolate fondant 

クレームダマンド　フィユタージュ　ラズベリー　バニラアイスクリーム               2,000
Almond cream, pie, raspberry, vanilla ice cream　
                                                                                                         
ブロンドショコラのムース　柑橘の香り　柚子グラニテ                                               2,500
Blond Chocolate mousse, citrus scent,  yuzu granite　

   
古都華 パータフィロ クレームパティシエール 苺マスカルポーネアイスクリーム   2,500
 Kotoka strawbery, pate filo, custard cream, strawberry  mascarpone ice cream                                                                  

アラカルト / A La Carte

ピッツァ / PIZZA
マルゲリータ                                                                                                                                          2,400
フレッシュモッツァレラ、トマトソース、バジル 
Margherita pizza 
Fresh mozzarella, tomato sauce, basil

トリュフとキノコ　ピッツァ                                                                                                          3,100
パルメジャーノ　クリーム　JW ガーデンハーブ
Mushroom truffle pizza 
Parmesan cream, JW garden herbs

ボタン海老と奈良キノコのピッツァ                                                                                             4,500
トマトソース　モッツァレラ
Botan shrimp and Nara  mushrooms  pizza　
Tomato sauce, mozzarella

魚介料理 / FISH AND SEAFOOD
本日の鮮魚のロースト                                                                                                                     4,700
Roasted fish of the day

北海道産ホタテのソテー                                                                                                                 5,200
Caramelized Hokkaido scallops

ロブスターテール、ロブスタービスク                                                                                     8,000
Glazed Lobster tail, lobster bisque

ボタン海老と旬魚のソテー、アサリと春野菜のアラナージェ                                        5,000
Botan shrimp and sautéed seasonal fish, clams and poached spring vegetable 　

肉料理 / GRILLED MEATS
酒粕でマリネした京奥丹波鶏胸肉の低温調理                                                                       4,900
Sous vide kyooku tanba chicken breast marinated in sake lees

黒毛和牛サーロイン、赤ワインソース、奈良味噌                                                              11,700
Kuroge Wagyu beef  sirloin, red wine sauce, Nara miso

ローカル＆アジアン 料理 / REGIONAL AND ASIAN 

低温調理した大和ポークのグリル                                                                                               5,100 
季節の野菜、柿のジャム、熟成バルサミコ
Grilled Yamato Pork
Seasonal  vegetables, persimmon jam, aged balsamic vinegar

ナシゴレン（外国産ジャスミンライス）                                                                                    2,500
海老、チキン、フライドエッグ、胡瓜のサラダ
Nasi Goreng
Indonesian style fried rice, shrimp, chicken, chili, fried egg, cucumber salad

  
   かき氷/ Shaved ice

大和抹茶のかき氷                                                                                                                                 2,200                                            
Yamato green tea shaved ice

マンゴー の  ローズ  スタイル  ヨーグルト  エスプーマ     3,400
Mango rose style,  yogurt  espuma


