
LUNCH 
ランチAセット 

 

\4,200 

 
Appetizer and salad buffet 

 アンティパスト・サラダをブッフェにて 
Antipasto e insalata mista buffet 

 
 

Please select one dish from the following. 

全粒粉パスタを以下よりお選びください 
 

* * * * * * * * * * 
 

Spaghetti with Crab Meat and Tomato Sauce 

自家製スパゲッティ タラバ蟹のトマトソース 
Spaghetti al granchio e salsa di pomodoro fresco 

 
Spaghetti Carbonara 

 スパゲッティ カルボナーラ 
Spaghetti fatti in casa alla carbonara  

 
Spaghetti with seafood and mushrooms 

スパゲッティ マーレエモンテ 
Spaghetti al mare e monte 

 
La Vela’s special lasagna  

ラ ヴェラ スペシャルラザーニャ 
Lasagna Speciale del La Vela 

 
 

* * * * * * * * * * 

 
Italian dessert buffet 

イタリアンデザートブッフェ 
Dolce italiano buffet 

 
Coffee or tea 

コーヒー又は紅茶 
Caffè o Tè 

For menu ingredients queries: please ask your server. 

アレルギー・食材についてのご質問は係りにお問い合わせください。 
 

Prices are inclusive of service charge and tax. 

記載の料金にはサービス料・税金が含まれております。

FAREWELL / LA VELA 

フェアウェル ラヴェラ 



LUNCH 
ランチBセット 

 

\4,800 

 
Appetizer and salad buffet 

 アンティパスト・サラダをブッフェにて 
Antipasto e insalata mista buffet 

 
Baked mussels from Mont Saint-Michel Bay and seasonal fish 

wrapped in CARTA FATA 

モンサンミッシェルのムール貝と旬の鮮魚 カルタファタ包み焼き 
Fagottino di pesce e cozze 

 
 Or または O 

 
Duck confit with rocket and spinach salad 

鴨もも肉のコンフィ ルーコラとほうれん草のサラダ添え 
Confit d’anatra con insalata di rucola e spinaci 

 
Italian dessert buffet 

イタリアンデザートブッフェ 
Dolce italiano buffet 

 
Coffee or tea 

コーヒー又は紅茶 
Caffè o Tè 

For menu ingredients queries: please ask your server. 

アレルギー・食材についてのご質問は係りにお問い合わせください。 
 

Prices are inclusive of service charge and tax. 

記載の料金にはサービス料・税金が含まれております。

FAREWELL / LA VELA 

フェアウェル ラヴェラ 



LUNCH 
ランチCセット 

 

\6,000 

 
Appetizer and salad buffet 

 アンティパスト・サラダをブッフェにて 
Antipasto e insalata mista buffet 

 
Spaghetti with Crab Meat and Tomato Sauce 

自家製スパゲッティ タラバ蟹のトマトソース 
Spaghetti al granchio e salsa di pomodoro fresco 

 
Baked mussels from Mont Saint-Michel Bay and seasonal fish 

wrapped in CARTA FATA 

モンサンミッシェルのムール貝と旬の鮮魚 カルタファタ包み焼き 
Fagottino di pesce e cozze 

 
 Or または O 

 
Duck confit with rocket and spinach salad 

鴨もも肉のコンフィ ルーコラとほうれん草のサラダ添え 
Confit d’anatra con insalata di rucola e spinaci 

 
Italian dessert buffet 

イタリアンデザートブッフェ 
Dolce italiano buffet 

 
Coffee or tea 

コーヒー又は紅茶 
Caffè o Tè 

For menu ingredients queries: please ask your server. 

アレルギー・食材についてのご質問は係りにお問い合わせください。 
 

Prices are inclusive of service charge and tax. 

記載の料金にはサービス料・税金が含まれております。

FAREWELL / LA VELA 

フェアウェル ラヴェラ 


