ラストオーダー
フード 20:30 ドリンク 21:30
クローズ
22:00

/Set menu

：1,200 円

▼メインをお選びください（メイン / おかず / ごはん / 味噌汁）

A. 鶏肉の唐揚げ /Fried Chicken
すりおろしたにんにくと生姜、ごま油などでしっかり下味。
玉ねぎとはちみつの特製ドレッシングは、唐揚げにお好みでかけてくださいね。

B. 豚フィレカツ /Breaded Pork cutlet
サクサク食感がたまらない柔らかい豚のフィレ肉を使用。
自家製トマトソースでさっぱりと。

オプションで
ごはん大盛り 100 円
味噌汁

卵・乳
不使用

イカのセート風煮込み

:900 円

生卵

230 円
80 円

/Squid with tomato sauce
南フランスの港町、セートの家庭料理風に仕上げました。
さっぱりとしたトマトソースベース。ライスと一緒に。
（バターとマヨネーズを添えるので不要な方は申し付けください。）

チキンとアーモンドのカレー
卵・乳
不使用

:900 円

/Chicken curry with almond
細かく刻んだアーモンドとスパイスをふんだんに使用。
やさしい辛みでお子さまも一緒にお召し上がりいただけます。

パスタは＋400 円で

くるみとブロッコリーのオイルパスタ

:800 円

麺を 2 倍盛りにできます

/Spaghetti with walnut and broccoli
オリーブオイルとガーリックを効かせたパスタ。くるみの食感がポイント。

鹿肉ミートパスタ

:950 円

/Spaghetti Bolognese
赤ワインとフォンドボー（子牛のだし汁）でじっくり煮込んだ本格的な
ミートソースの味。鹿肉のくさみもなくお子様も食べやすくなってます。

麺は
卵・乳
使用

自家製かえしを使った 親子丼 :800 円 / ミニ親子丼 600 円
/Bowl of rice with chicken and eggs (regular)/(small)
たっぷりの鰹節と昆布を、島根県産の天然醸造の醤油と
煮込んでつくった「かえし」が味の決め手。

四川風親子丼 :850 円
/Bowl of rice with chicken and eggs (spicy sauce)
中国山椒をピリリと効かせた自家製の四川だれ。
卵のまろやかさと交差してクセになる味。

フィレカツ丼 :850 円
/Bowl of rice with breaded pork cutlet(regular)/(small）
さくさくのフィレカツを、特製かえしでとじた卵で優しく包みました。

:800 円 /kids plate
こどもだって同じものが食べたい。大人のプレートのハーフ分。
▼メインをお選びください（メイン / ごはん / おかず / ゼリー）
A. 鶏肉の唐揚げ

本日のサラダ

B. 豚フィレカツ

ミックスナッツ＆フルーツ :350 円

:500 円

マカダミアナッツ

鶏肉の唐揚げ単品 :700 円

:500 円

豚フィレカツ単品 :700 円
フライドポテト

:400 円

えいひれ

:300 円

卵かけごはん

:230 円 /Egg over rice ( rice, raw egg )

いかの沖漬け

: 小 250 円 / 大 450 円

白ごはん

:150 円 /rice

ほっけ ( 焼き時間 15 分かかります ):980 円

大盛り白ごはん :200 円 /Large rice
味噌汁

:230 円 /miso soup

塩むすび :160 円
/Rice ball with salt
シンプルイズベスト。西粟倉産のお米を羽釜で炊いています。沖縄の塩で。

おかかむすび :180 円
/Rice ball with katsuobushi
かえしを仕込んだ後のおかか。味がたっぷり染みていて、じわじわ旨い。

片山農園の梅ぼしむすび :200 円
/Rice ball with Umeboshi(Salted plum)
完熟梅の甘みとほどよいすっぱさがあとひくうまさ。

無農薬生搾りの荏胡麻 ( えごま ) 油むすび :230 円
/Rice ball with perilla oil
油とごはんの相性を侮るなかれ。しそのような香りが思わずやみつきに。
西粟倉で製造する油は、元湯物販コーナーで販売中。

本日のおやつ : レジ横カウンターをご覧ください /Scone, Mufﬁn, etc
ablabo. のココナッツオレンジオイル、アルミフリーのベーキングパウダー
など素材にもこだわってます。卵・乳不使用のものもあります。

かぼちゃのチーズケーキ :450 円 (1/8 カット )
/Pumpkin cheesecake
やめようやめようと思いつつもやめられない人気の一品。

お米は、西粟倉村にて萩原さんという農家さんが丁寧につくっています。
美味しい水と、朝と晩の温度差がつやつやのうまい米の秘密なんだとか。
村産材で作っている割り箸の端材を焚き付けにして、羽釜で炊いています。
おみそは、毎年スタッフがせっせと仕込んだもの。
2 月の寒い頃につくると、いい感じに熟成されるのです。

お菓子に使われている油は、
ablabo.( アブラボ ) さんという方が
手搾りで丹精と愛をこめてつくられたもの。
ココナッツオレンジオイルは、ほんのりの甘さと
オレンジの香りがたまりません。
荏胡麻むすびに使われている油も、ablabo. さんのもの。
シソのような風味がして、一度食べればやみつきです。

醤油…島根・井上古式醤油
塩…沖縄の塩 シママース
砂糖…きび砂糖
みりん…愛知・三河みりん
梅干し…片山農園の梅干し
ベーキングパウダー
…アルミニウムフリー
薄力粉…北海道産ドルチェ
朝食の卵…岡山・里見農園
ほっこり村 無農薬の卵

元湯のメニューは、神戸のフレンチシェフ松島さんと一緒につくったものです。
料理の基本のきについて、シェフに沢山のことを教えていただきました。
からあげのたまねぎはちみつソースや、ヒレカツのトマトソースまで、すべて自家製です。
食材はできるだけ地元のもの、近くのものを使うようにしています。ジビエのメニューも
ありますよ。西粟倉には、鹿や猪がたくさんいるのです。

