
スターター、メイン、デザート

カード全
体を自由

に選択！

MENUMENUMENU
常に

EURO
25,-5525,-

前菜

ビーフ・カルパッチョ - 自家製ペスト、バルサミコ酢ドレッシング、熟成ゴーダチーズ __€ 9,50
スモークアントルコート-薄トリュフマヨネーズ入り ___________________________€ 9,50
スモークサーモン - キュウリ、ディル、マイルドマスタードドレッシング _____________€ 9,50
ムール貝のフライ - バターとニンニクで揚げました ____________________________€ 9,50
ガーリックマッシュルーム- パン、ガーリック、パセリ ________________________€ 9,50
ミニチーズフォンデュ(ゴーダ) ________________________________________€ 9,50

スープ、農家のパンとバター付き

シェフのスープ -季節の味  ____________________________________________€ 6,75
フィッシュスープ - クラシック・フレンチスープ、ルイユソースで  ________________€ 6,75
ゴーダチーズスープ- - こだわりがつまった、他にはないスープです!________________€ 6,75
トマトスープ - -ベジタリアン向け、クリームとバジル  __________________________€ 6,75

メイン料理 (肉) x

ポークテンダーロイン - ローズマリーとベーコン _____________________________€ 19,50
ウィンナー・シュニッツェル-伝統的なスタイルの子牛のシュニッツェル ____________€ 19,50
スペアリブ- 甘いソース、辛いソース、オリエンタルソースからお選びください (10年以上続く素晴らしいソースです!) __€ 19,50
ラウンドステーキ -伝統料理  ____________________________________________€ 19,50
チキンサテ - 焼きめし、フレンチフライ、ピーナッツソース________________________€ 19,50
テンダーロインステーキ -柔らかく美味しい焼きたてステーキ ____________________€ 21,50
リブロース - 海塩と粗挽き黒胡椒で ________________________________________€ 19,50
ギリシャの子羊の串焼き- スパイシーなザジキソースの子羊のステーキ ______________€ 19,50
グリルハーフチキン - 指までしゃぶりたくなるほど全部美味しい! __________________€ 19,50

 ペッパー、マッシュルーム、ピーナッツ 白ワインソースまたは自家製ハーブバター からお選びください _€  1,50

メイン料理 (魚) x

サーモンのフィレ- レモンオイル、バジル、トマトで ____________________________€ 19,50
スズキのフィレ - ゴーダチーズ粉、ちぎりパン、タイム、レモン ___________________€ 19,50
シーフード・メドレー-新鮮野菜とゴーダチーズのグラタンのクリームで煮た新鮮な魚 ____€ 19,50
大きな車エビ - 焼きたて  ____________________________________________€ 19,50

 マッシュルーム、白ワインソース、自家製ハーブバターからお選びください ______________€ 1,50

メイン料理(野菜) x

オイスター・マッシュルーム ‘エンパナーダ’ - パイ包み、２種の自家製ソースで _€ 19,50
ベジタリアン・キャセロール- ゴーダチーズとグラタン ________________________€ 19,50

サラダ、農家のパンとバター付き

ビーフ・カルパッチョ - ペスト、バルサミコ酢、熟成ゴーダチーズ  ________________€ 15,50
シーザーサラダ - クルトン、ベーコン、卵、アンチョビ、熟成ゴーダチーズ（ベジタリアンの方も食べられます）  _€ 15,50
温かい山羊のチーズ - ベーコンとハチミツ（ベジタリアンの方も食べられます）________€ 15,50
フィッシュサラダ - エビフライ、自家製ツナサラダ、スモークサーモン、サバ__________€ 15,50

お子様メニュー

お子様メニュー -フレンチフライ、ヘルシーサラダ、アップルソース以下からお選びください。

 コロッケ、フリカンデール、カリカリチキン、チーズスフレ _________________________€ 6,00
ベジ・バーガー- 季節の野菜、サツマイモとポテトフライ _________________________€ 8,75
チキンフィレ - 季節の野菜とバーベキューソースをかけたグリルチキンフィレ __________€ 8,75
ハンバーガー   -季節の野菜、サツマイモとポテトフライ _________________________€ 8,75
シュニッツェル -季節の野菜、サツマイモとジャガイモのフライドポテト添え ___________€ 8,75
プレーンパンケーキ- シロップと砂糖で_____________________________________€ 4,00

ディナー
下記のディナー料理は12:00〜22:00にご注文いただけます。

ランチ
下記のランチ料理は9：30〜17：00にご注文いただけます。

サンドウィッチ – 田舎風パン、白パンまたはマルチグレインパンからお選びいただけます。

スモークチキンラップ- トマト、ワケギ、自家製ワカモレ ________________________€ 8,75
ベジラップ-焼き野菜、ハラペーニョペッパー、フレッシュナッツ ____________________€  8,75
自家製ツナサラダ -毎日作っており、新鮮でとても美味しいです ____________________€   8,75
スモークアントルコート- 薄トリュフマヨネーズ入り __________________________€  10,75
カルパッチョ - 自家製ペスト、バルサミコ酢ドレッシング、熟成ゴーダチーズ __________€  9,75
スモークサーモン- キュウリ・ディルクリームチーズ添え_________________________€  9,75
シェーブルチーズ - セラーノ、クルミ、はちみつ ______________________________€  9,75
パストラミ - マイルドマスタードソースとピクルスたっぷり添え ____________________€  10,75
ヘルシーメニュー - ハム、農家のチーズ、卵付き ______________________________€  8,75
ゴーダ・デュオ-上記のサンドイッチのうちお１つと、お好きなスープ ________________€  12,50

温かいランチメニュー

ハンバーガーGewoon Gouds - 牛100%、ベーコン、ゴーダチーズ、フライオニオン、フレンチフライ _€  11,75
ハンバーガー・マンマミーア -牛100%、グリルピーマン、スイートマンゴーチリソース、フレンチフライ _€ 11,75
ゴーダ・トリオ - チーズスープ、チーズコロッケ、半熟成農家のゴーダチーズサンドイッチ _€  9,75
フィッシュ・トリオ - フィッシュスープ  エビコロッケ、自家製ツナサラダサンドイッチ __€  10,75
チキンサテ - フレンチフライ、ピーナッツソース添えの焼きたてチキンサテ _____________€  15,50
ステーキとパン -自家製ソースをかけた伝統料理の牛モモステーキ、パン ______________€  15,50
農家のオムレツ - 農家の卵をふんわりと包んだオムレツです ______________________€  8,75
アウツマイター-目玉焼きをのせたパン ______________________________________€  7,75
 ハム、チーズかベーコン(追加で)を乗せて _____________________________________€  1,00
ゴーダ・アウツマイター - すべてがのっています (ハム、チーズ、ベーコン) _________€  9,75
コロッケをのせたパン - 牛肉、チーズ、ヒラタケか、  エビコロッケ を選べます(組み合わせ可能) __€  7,75
ホットチキンサンドイッチ- 揚げ野菜付きチキンフィレ ________________________€  9,75
豚肉のホットサンド- ハム、揚げ野菜、ピーナッツソース ________________________€  9,75
チキンホットサンド- グリルチキンフィレ、揚げ野菜、ゴーダチーズグラタン __________€  9,75
ブリーサンドイッチ - 温かいブリー、スモークチキンフィレ、クランベリー、マスタードソース添え __€  8,75
プレーンパンケーキ  - シロップか砂糖で ___________________________________€  6,50
 チーズ、ハム、ベーコン、リンゴ、パイナップル、レーズン、タマネギ、キノコ（追加で） ___€  1,00

パニーニ

パニーニ・カプレーゼ - トマト、モッツアレラチーズ、バジル____________________€  6,75
パニーニ・メキシカンチキン- ワカモレ、ハラペーニョ ________________________€  7,75
パニーニGewoon Gouds- ハム、ゴーダチーズ _________________________________€  6,75
パニーニ・ペパロニ - サラミ、ペパロニ、トマト、ゴーダチーズ __________________€  7,75

農家のパンとバターのランチサラダ

ビーフ・カルパッチョ - フレッシュペスト、バルサミコ酢、熟成ゴーダチーズ _________€  12,50
シーザーサラダ - クルトン、ベーコン、卵、アンチョビ、熟成ゴーダチーズ____________€  12,50
温かいゴーダチーズ - ベーコン、はちみつ添え _______________________________€  12,50
フィッシュ・サラダ- エビフライ、自家製ツナサラダ、スモークサーモン、サバ_________€  12,50

スープ、農家のパンとバター

シェフのスープ -季節の味  ____________________________________________€  6,75
フィッシュ・スープ - クラシック・フレンチスープ、ルイユソースで  ______________€  6,75
ゴーダチーズスープ - こだわりがつまった、他にはないスープです! ________________€  6,75
トマトスープ -ベジタリアン向け、クリームとバジル ____________________________€  6,75

お子様メニュー

お子様メニュー - フレンチフライ、ヘルシーサラダ、アップルソース以下からお選びください。

 コロッケ、フリカデール、クランチチキンピース、チーズスフレ ______________________€  6,00
ベジ・バーガー- 季節の野菜、サツマイモとポテトフライ _________________________€  8,75
チキンフィレ - 季節の野菜とバーベキューソースをかけたグリルチキンフィレ __________€  8,75
ハンバーガー  -季節の野菜、サツマイモとポテトフライ __________________________€  8,75
シュニッツェル-季節の野菜、サツマイモとポテトフライ __________________________€  8,75
プレーンパンケーキ - シロップか砂糖で ____________________________________€  4,00

焼きたて農家パン - 白パンまたはブラウンブレッド

ゴーダサンドイッチ - 自家製ハーブバター、アイオリソース、タプナード ____________€  5,75
バター、自家製ハーブバターサンド_____________________________________€  4,75

x メイン料理はすべて、
季節の野菜とフレンチフライが付いています。

gewoongouds.nlでご予約いただけます。

アレルギーに関する情報はスタッフまでお尋ねください。 アレルギーに関する情報はスタッフまでお尋ねください。



マルクト42-44  2801 JKゴーダ| 0182-529216

デザート
デザートは１日中ご注文いただけます。

gewoongouds.nlでご予約いただけます。マルクト42-44  2801 JKゴーダ| 0182-529216
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デザート

ティラミス___________________________________________________________€ 6,00
クレームブリュレ_____________________________________________________€ 6,00
リアルゴーダクリームスライス_________________________________________€ 6,00
チョコケーキ_________________________________________________________€  6,00
グランドデザート Gewoon Gouds - 2名用 _________________________________€ 12,00
チーズボード Gewoon Gouds -2名用 ______________________________________€ 12,00

サンデー

お子様用アイスクリーム - 2種類のお好みのフレーバーをお選びください ____________€ 3,00
アイスコーヒー-ホットコーヒー、アイスクリーム、ホイップクリーム添え _____________€ 6,00
バニラデザート -ホイップクリーム添えアイスクリーム___________________________€ 6,00
ソルベ -フルーツ、ホイップクリーム添えアイスクリーム__________________________ € 6,00
ダム・ブランシュ -チョコレートソース、ホイップクリーム、ヌガティーヌ添えアイスクリーム _€ 6,00
ジャマイカ風デザート -キャラメルソース、ホイップクリーム、ヌガティーヌ添えアイスクリーム _€ 6,00
烏骨鶏のデザート-エッグノッグ、ホイップクリーム、ヌガティーヌ添えアイスクリーム____€ 6,00
アマレットのデザート -アマレットリキュール、ホイップクリーム、アマレットクッキー添えアイスクリーム __ € 6,00
マラガのデザート -ブランデヴェイン（ブランデー漬けレーズン）、ホイップクリーム添えアイスクリーム __€ 6,00
チェリーのデザート -温かいチェリーとホイップクリーム添えアイスクリーム __________€ 6,00
リモンチェッロのデザート - リモンチェッロとホイップクリーム添えレモンシャーベット _€ 6,00
バナナ・ボート -バナナ、バナナソース、アーモンド、ホイップクリーム添えアイスクリーム _€ 6,00
アマレーナのデザート-イタリアンチェリー、アーモンド、ホイップクリーム添えアイスクリーム__€ 6,00
ノアゼットのデザート -フレッシュナッツ、キャラメルソース、ホイップクリーム添えアイスクリーム __€ 6,00
イチゴのデザート (季節限定) -イチゴ、イチゴソース、ホイップクリーム添えバニラアイス__€ 6,00
ゴーダ・デザート (2名用) -フルーツとホイップクリーム添えアイスクリーム5種 ______€ 12,00
ラムールのデザート(2名用) -たっぷりのアイスクリーム、フルーツ、ホイップクリーム _€ 12,00

ホットワッフル

砂糖添え_____________________________________________________________€ 3,25
ホイップクリーム添え_________________________________________________€ 3,75
チョコレートソース添え_______________________________________________€ 4,25
チェリーと砂糖添え___________________________________________________€ 4,50
イチゴとホイップクリーム添え (季節限定) ________________________________€ 4,50
バナナとチョコレートソース添え_______________________________________€ 4,75
アイスクリーム、温かいチェリーと砂糖添え_____________________________€ 5,00

スムージー

トロピカル - イチゴとバナナ _____________________________________________€ 3,95
ファンタジー- ラズベリーとマンゴー _______________________________________€ 3,95
ブルーベリー - ブルーベリー _____________________________________________€ 3,95
サンセット-ラズベリーとイチゴ ____________________________________________€ 3,95
パームビーチ - マンゴーとバナナ __________________________________________€ 3,95
{87パラダイス - マンゴーとイチゴ _________________________________________€ 3,95
ベジオレンジ- ニンジン、ピーマン、セロリ、ジンジャー _________________________€ 3,95
ベジグリーン-ほうれん草、ブロッコリー、パースニップ、リンゴ ____________________€ 3,95
ベジレッド - ピーマン、トマト、ニンジン、パースニップ、テーブルビート ____________€ 3,95

ミルクシェイク

バナナ、バニラ、チョコレート、チェリー、レモン、マンゴー、メロン、オレンジ、シナモン、
ワッフル、ココナッツ、イチゴ... または、アイスクリームパーラーから他のお味をおひとつお選びいただけます! ____€ 3,75

アレルギーに関する情報はスタッフまでお尋ねください。


