
 

ランチ・サンドイッチに＋400円でミニスープをつけられます (バーガー) ポテト多め＋200円

 LUNCH  11:30-15:00

◎当店はセルフサービスです。お席を確保してから、レジにて前会計でご注文ください 
■ご注文は代表者1名様のみでお願いします　  ■混雑時は現金でのお支払いにご協力いただけるとありがたいです

ハンバーガー        1650 
hamburger 

チーズバーガー       1690 
cheeseburger 
牛肉100％パティ・レタス・トマト・玉ねぎを 
はさんだ、蓮月特製バーガーのランチです。 
フライドポテト・ピクルス・マスタード添え

クロックムッシュ        プレート 1390 
                   単品     890 

クロックマダム          プレート 1490 
                   単品     990 

たまごサンド           プレート 1290 
                   単品     790 

サーモンアボカドチーズサンド プレート 1390 
                   単品　    890

蓮月プレートランチA（鶏肉のレモンクリーム煮）1750 
chicken with lemon garlic cream sauce ( rice or bread ) 

レモンの爽やかさとにんにくの香りが食欲をそそる！　きのこ・ほうれん草・
玉ねぎが入った鶏肉のレモンクリーム煮です。サラダ・副菜2種つき

チーズカレードリア   1690 
cheese curry doria ( rice gratin ) 
ターメリックライスにカレー・ベシャメル・チーズを
たっぷりのせて焼いた、とろ～りあつあつの 
クリーミーなドリアです。サラダ・副菜1種つき 
※提供までに少しお時間がかかります

SANDWICH
※プレートにはサラダと副菜２種がついています

SNACKS
フライドポテト  シンプルソルト      690 
french fries ( salt ) 

フライドポテト　ハーブ&スパイス    790 
french fries ( herb & spice ) 

チーズ&クラッカー              500 
cheese & cracker

※副菜の種類は変わることがあります

トーストする／しない　をお選びください

トーストする／しない　をお選びください

ベーコンエッグバーガー 2050 
bacon egg burger 
ベーコンエッグチーズバーガー  2090 
bacon egg cheeseburger 
牛肉100％パティ・レタス・トマト・玉ねぎに加えて、 
目玉焼きとベーコンを贅沢にはさんだスペシャルな 
バーガー。フライドポテト・ピクルス・マスタード添え

蓮月プレートランチB（鶏肉の煮込みバスク風）1750 
Basque-style chicken  ( rice or bread ) 

鶏肉を柔らかく煮込んだ、フランスバスク地方の素朴な家庭料理です。野菜と 
トマトの煮汁の中に、鶏肉の旨味もつまっています。サラダ・副菜2種つき

十五穀ごはん／バゲット　をお選びくださいパセリバターライス／バゲット　をお選びください

croque monsieur 
ハム・チーズ・ベシャメルをはさんだチーズトースト

croque madame 
クロックムッシュに目玉焼きがのっています

egg sandwich

salmon avocado cheese sandwich

※原材料費高騰のため、2023年4月より一部メニューの価格を改定いたしました



 

14:00～の限定メニュー

SWEETS

パンナコッタ 
panna cotta 
       590 
クリーミーなパンナコッタ。 
ソースをお選びいただけます 

・いちごソース 
・甘夏ソース 

（ソースは季節で変わります）

フレンチトースト french toast   　各 1390 
　外はカリッと、中はふわとろ！　蓮月名物の絶品フレンチトーストです。 

たっぷりの卵液に浸したバゲットをバターでじゅわっと焼き、きび砂糖をふんだんにまぶして、生クリームをトッピング！ 
※提供までに少しお時間がかかります

はちみつ 
honey

いちごソース 
strawberry sauce

チョコレートソース 
chocolate sauce

ベイクドチーズ 
ケーキ   690 
baked cheesecake 

じっくりと焼きあげた 
スティック型チーズケーキ。 
シナモン香る全粒粉ビスケット 
生地の食感が楽しく、 
クリーミーなチーズのコクが
コーヒーにもぴったり！

バスクチーズ 
ケーキ   690 
Basque cheesecake 

こんがりと焼きあげた 

人気のバスクチーズケーキ。 

なめらかな口あたりで 

中はとろ～り濃厚！ 

きなこもちあん 
トースト（アイス添え） 
kinako mochi red bean 
paste toast 
       990 
バターを塗った厚切りパンに
粒あんと求肥をのせて焼き、
きな粉・バニラアイス・抹茶で
仕上げました。バターの塩気
とあんこの甘さが相性抜群！

季節限定 マフィン  590 
muffin 
コーヒーや紅茶のおともに！ 
いろいろな種類を揃えてます 

・チョコチップマフィン 
・ベリーマフィン 
・オレオチョコマフィン 
・ヌテラチョコマフィン 

（種類はたまに変わります）

ガトーショコラ 
（生クリーム添え） 
gâteau au chocolat 

       750 
チョコレートをたっぷり使った 
濃厚なガトーショコラ。 
やわらかい仕上がりのため 
半冷凍でお出しします。 
チョコのリッチな濃さが 
生クリームとよく合います

美味しいチョコレートで作ったソースです！ 
生クリームの上からたっぷりかけて 

お召し上がりください

いちごの季節におすすめ！ 
甘酸っぱさといちごの果肉感のあるソースで 

季節を味わえるフレンチトースト

焼きたてのフレンチトーストを 
はちみつに絡ませて食べる至福のひととき！ 
シナモンの香りが美味しさを引き立てます

NEW



 COFFEE
チャイラテ（HOT／ICED）          790 
chai latte 
　シナモン・クローブなどのスパイスが香る、甘めのティーラテ 

抹茶オレ（HOT／ICED）            760 
matcha au lait 
　宇治抹茶100％使用。香り豊かな抹茶とミルク、きび砂糖の優しい甘さ 

ココア（HOT／ICED）             690 
cocoa 
　ピュアココアとお砂糖で作った無添加ココア 

ホットレモン                  690 
hot lemonade 
　シチリア産有機レモン果汁の香りが爽やかなホットレモン。   
　隠し味にはちみつを入れています。お好みでレモンを搾ってどうぞ 

南イタリア・シチリア産 
100%ブラッドオレンジジュース     690 
blood orange juice 
　シチリア産ブラッドオレンジの100%ストレート果汁ジュース。  　 
　ギュッと搾った果物本来のフレッシュな味わいが楽しめます 

100%オレンジジュース　         590 
orange juice 

100%りんごジュース（瓶）         590 
apple juice

TEA

OTHERS

SODA & FLOAT

紅茶（HOT）                  660 
tea 

アイスティー　                660 
iced earl gray tea 

ハーブティー(カモミールブレンド)（HOT）   760 
chamomile blend herbal tea 

ハーブティー(ローズヒップブレンド)（HOT） 760 
rosehip blend herbal tea 

ハーブティー(レモングラスブレンド)（HOT） 760 
lemongrass blend herbal tea 

日替わりアイスハーブティー　      760 
today's iced herbal tea 

はちみつティー（HOTのみ）　        760 
tea with honey 

はちみつカモミールティー（HOTのみ）　 760 
chamomile tea with honey

蓮月ソーダ             
Rengetsu soda    790 
フルーツ果肉入りシロップを 
たっぷり使った爽やかなソーダ 

・青りんご 
 green apple 

・ラズベリー 
 raspberry

ブレンドコーヒー（HOT／ICED）      660 
coffee 

カフェラテ（HOT／ICED）　         760 
cafe latte

セミーオ 
“Semi-o”  
( iced tea soda ) 

   990 
当店がロケ地の 
TVドラマ 
『セミオトコ』の 
オマージュドリンク！ 
ナタデココ入りの 
ティーソーダです

パンチでポンチ      990 
“Panchi de Ponchi”  ( fruit jelly punch ) 
丸いゼリーがかわいい蓮月オリジナルドリンク！ 
色鮮やかなゼリーと果物を贅沢に入れました。 
新登場の「ヨーグルト」、または「ラムネ」を 
グラスに注いでお楽しみください

コーヒーフロート  950 
coffee float 
アイスコーヒーにバニラアイスをのせた 
贅沢ドリンク 

レモンスカッシュ  750 
lemon soda 
喫茶店の脚付きグラスにレモンの輪切りを 
浮かべた爽やかスカッシュ！ 
シチリア産有機レモン100%果汁を使用

梅ソーダ     　       890 
plum soda 
梅シロップ入りソーダにレモンを浮かべました 

ニテコサイダー        590 
Niteko soda pop 

ニテコりんごサイダー  630 
Niteko apple soda pop 
秋田県美郷町ニテコ清水の天然水サイダー。 
レトロかわいいラベルの瓶に入っています

NEW  いちごクリームソーダ 1090  
     strawberry soda float  
NEW  いちごソーダ           890 
     strawberry soda 
いちごの季節限定！いちごシロップをたっぷり入れた 
レトロなソーダに、いちごを可愛く飾りました

クリームソーダ  
soda float      990 
レトロなビジュアルが 
雰囲気満点のクリームソーダ 

・青りんご 
 green apple 

・ラズベリー 
 raspberry

ラムネ 
Ramune  
soda pop

NEW

NEW

ヨーグルト 
yogurt  
drink

NEW



ハイボール （ブッシュミルズ）       690 
Bushmills whisky soda 
　優しいバニラ、キャラメルの香りがするブレンデッドスコッチウイスキー 

ハイボール （グレンモーレンジィ）     990 
Glenmorangie whisky soda 
　スコットランドでも広く飲まれているシングルモルトウイスキー。 
　繊細な柑橘とバニラの個性があり、女性にも高い人気があります 

ウイスキートニック             990 
Glenmorangie whisky tonic 
　ウィスキー（グレンモーレンジィ）をトニックで割った 
　奥行きのあるスイートな一杯

BEER WINE

WHISKY

COCKTAIL

キリンラガービール  （小瓶　short bottle）   650 
Kirin lager beer 
             （中瓶　medium bottle） 850 

大森山王ビール　             各 1100 
Omori Sanno beer 
　「大森山王ブルワリー」による、大森への愛がつまったクラフトビール！ 
　大森にゆかりのある人物や、ハイカラなまちの歴史にちなんだビールは 
　ユニークな魅力にあふれ、美味しさにこだわっています

赤ワイン              690 
red wine 

白ワイン              690 
white wine 

カヴァ (スパークリングワイン)   730 
cava ( sparkling wine ) 

いちごのカヴァ          830 
strawberry cava 
　いちごの季節限定！スパークリングワインにいちごを浮かべました

カシスブラッドオレンジ          790 
cassis and blood orange 
　シチリア産ブラッドオレンジ100%果汁を使った濃厚な1杯。 
　カシスリキュール＋カシスの実＋オレンジ＋ローズマリー 

コアントローフィズ             790 
Cointreau fizz 
　オレンジ果皮の芳醇な香りが特徴的なリキュール「コアントロー」に 
　ライムとソーダを合わせた、すっきり爽快なカクテルです 

ミモザ                     750 
mimosa 
　カヴァ（スパークリングワイン）＋オレンジジュース 

キール・ロワイヤル             750 
kir royale 
　カヴァ（スパークリングワイン）＋カシスリキュール 

BOBBY’S ジンソーダ            890 
Bobby's Gin soda 
　BOBBY'S GINは、インドネシアのスパイスと 
　伝統的なオーガニックボタニカルをブレンドして作られます。 
　強い柑橘のフレーバーを生かしたソーダ割りがおすすめ！ 

BOBBY’S ジントニック           990 
Bobby's Gin tonic 
　シトラスの強い香りとインドネシアのスパイスが特徴的な 
　BOBBY'S GINのジントニックは、上品で飲みやすくスッキリ爽やかです

SAKU（サク） 
STYLE：Saison 
ABV（アルコール度数）：5.0% 

檸檬ピールを使ったセゾンスタイルの 
ビール。エキゾチックな香りと 
檸檬ピール＝皮の苦味、 
あっさりのようで大人な味。

AN（アン） 
STYLE：Belgian White IPA 
ABV（アルコール度数）：5.0% 

『赤毛のアン』をイメージして作られた 
ビール。小麦とホップが作り出す、 
少しスパイシーだけど柔らかな味わいで 
スッキリした飲み口。 
（※グラスは写真と異なります）

KAORU（カオル） 
STYLE：Tokyo Pale Ale 
ABV（アルコール度数）：5.0% 

海の香りから「塩」、 
「塩」を引き立てる「お米」。 
ミルキーで優しいけど少し強くて甘い、
新しいけど懐かしい味をイメージ。

CHIYO（チヨ） 
STYLE：India Pale Lager 
ABV（アルコール度数）：5.5% 

新旧のホップが織りなす、苦味と香り。 
いつまでも口に残る余韻。 
口に含むたびに交差し、重なる味わい。

YOU（ユウ） 
STYLE：Belgian Dubble 
ABV（アルコール度数）：7.5% 

6種類のモルト、そして4種類のホップ、 
しっかりとした赤みがかったボディが作り 
出す、味わい深きハイアルコールなビール。 
（※グラスは写真と異なります）


