８月のランチメニュー

夏のスペシャリテ

１１：００～１４：００
Ａセット
Ｂセット

スパイシー

サラダとパンと料理
サラダとパンと料理

今月のココット料理
チキンカリー

デザートとお飲み物

骨付きもも肉と鶏ミ
ンチを 一緒にしっ
と り と 煮 込 み、八 角
コリアンダー クミ
ン ターメリックの
スパイスを効かせ
薬膳効果も期待でき
る女性にもお勧めの
一品。
万 願 寺 し し と う、ナ
スの素揚げと みょ
うがもトッピング♪

パンのお代わりはお気軽にお申し付け下さい

バター 25ｇ(約2人前）65円
オリーブオイル 25ml（ミニチュアボトル）65円

カフェの定番料理
チキン・モモ肉のコンフィ

ポーク・シチュー

皮目はカリッと身はしっとりと～
ローストチキンみたいな仕上がりです。

ポンレヴェックの看板メニュー
仕事の終わったパン窯でゆっくりコトコト４時間
柔らかく、旨み豊かに煮込みました
ぜひ、一度は食べてみてくださいね！

・シングル（骨付きもも肉の１本付け）
Ａ
Ｂ

１０００円、税込１０８０円
１４００円、税込１５１２円

シチューランチ Ａ
１３５０円－、税込１４５８円－

・ダブル（骨付きもも肉の２本付け）
Ａ
Ｂ

シチューランチ Ｂ

１４００円、税込１５１２円
１８００円、税込１９４４円

１７５０円－、税込１８９０円－

ステーキ・フリット
赤身の牛肉を コンフィでゆっくり火を 入れて
ステーキにしました♪ たっぷりのフライドポテ
トを 添えて♪
フランス ビストロの定番
Ａ
Ｂ

１８００円、税込１９４４円
２２００円、税込２３７６円

ワイン（赤・白）
ミニチュアビン（187ml）

スパークリングワイン おすすめ！！
ミニチュアビン（187ml） ５８０－,税込６２７－
ビール

・本日のお魚料理
内容は黒板をご覧下さい
Ａ
Ｂ

１５００円、税込１６２０円
１９００円、税込２０５２円

５００－,税込５４０－

小ビン

ミネラルウォーター
ペリエ小瓶

５００－,税込５４０－

３６０－,税込３８９－

ランチタイムに限り
冷蔵ショーケースの飲み物の持込をお断りしています
混雑時には

お待ちのお客様に順次、お席を

Ａ １３００円、税込１４０４円
Ｂ １７００円、税込１８３６円

ラム・カリー
新鮮な羊の肩肉を トマトとスパイスで煮込みまし
た。数種の豆とエリンギもおいしさを引き立てます♪
ホロッとほぐれる赤身の柔らかなお肉がおいしいです
よ！
Ａ １６００円、税込１７２８円
Ｂ ２０００円、税込２１６０円

夏野菜 の ココット
丸ごとトマトや大振りに切ったナス、ズッキーニ、パ
プリカと豚肩ロースを じっくり煮込んで マスター
ドとブラックペパーで さっぱり仕上げました！
Ａ １４５０円ー、税込１５６６円ー
Ｂ １８５０円ー、税込１９９８円ー

お譲りいただけますと幸いです。

セルフサービス・メニュー
レジカウンターにてご注文ください

モーニングタイム 8：00～10：30
ティータイム
14：00～17：30
モーニングタイムは11時までですが お席に余裕が
ある場合は ごゆっくりおくつろぎください
コーヒー
カプチーノ
アイスコーヒー
アイスカプチーノ
エスプレッソ（30cc）
エスプレッソ ダブル

２２０－,税込２３８－
３２０－,税込３４６－
２２０－,税込２３８－
３２０－,税込３４８－
２２０－,税込２３８－
３２０－,税込３４６－

紅茶
レモンティー
ミルクティー
アイスティー
アイスレモンティー
アイスミルクティー

２２０－,税込２３８－
２５０－,税込２７０－
２５０－,税込２７０－
２２０－,税込２３８－
２５０－,税込２７０－
２５０－,税込２７０－

ジュース各種
冷蔵ショーケース内のものを

ランチタイム・ソフトドリンク
コーヒー
エスプレッソ30cc
エスプレッソダブル
カプチーノ
紅茶
アイスカプチーノ
ミルク
コーラ
ジンジャエール
オレンジジュース
トマトジュース

ポンレヴェックのメルマガ
新製品や今月のランチ、ポンレヴェックの日々の情
景なんかを 携帯にお送りしております。
届いたメールを清算時に提示いただくと、ご利用金
額から３％割り引きいたします。
自動返信で今日から使えます。
空メールを送るだけ！

j+1938@accessmail.jp

お盆と夏季休業により 定休日を変更して営
業させていただきます。

配信元アドレスは

どうぞ、よろしくお願いいたします。

mail@pont-leveque.jp
になります。

２０１８年

日

ランチの順番待ちが

携帯から出来ます！

http://ilist.jp/m/5801
お持ちください

11：00～14：00

３６０－,税込３８９－
３６０－,税込３８９－
４５０－,税込４８６－
４５０－,税込４８６－
３６０－,税込３８９－
４５０－,税込４８６－
３６０ー,税込３８９－
３６０－,税込３８９－
３６０－,税込３８９－
３６０－,税込３８９－
３６０－,税込３８９－

当日の11:00から受け付け開始し
ています。13:30まで。
現在の待ち組数や後何番目か？
も わかるようになっていま
す。
実店舗では ８時より受け付け
をはじめております。
ランチは10：50頃からお席にご案内しています。
お席でのお待ち合わせはご遠慮いただいています。
皆様おそろいになってからのご案内になります。
ポークシチュー用のルクルーゼの鍋を６０個に 買
い増ししました！ランチ終了間際まで食べていただ
けると思います！
シチューのお取り置きお電話で承っております。

月

８月

火

水

木

金

土

30 31
6 7

1
8

2
9

13 14

15 16 17 18 19

20 21

22 23 24 25 26

27 28

29 30 31 1

3 4
5
10 11 12

日曜日

2

Open :8:00~18:00
Close day: 毎週 水曜日 と 第 １.３.５ 火曜日
Lunch:
11:00～14:00
Morning
8:00～11:00（O.S.10:30)
Tea time
14:00～18:00
tel

0567-96-6646
http://pont-leveque.jp/
愛知県海部郡蟹江町学戸２丁目３８番地
蟹江町役場

北

400ｍ

