
JUICE ジュース

Fresh green detox juice, spinach, cucumber, celery, apple, grapefruit, ginger \ 933 / each

フレッシュグリーンデトックスジュース ほうれん草 胡瓜 セロリ リンゴ グレープフルーツ　生姜

SALAD サラダ

S- Cobb salad, ASC shrimp, chicken, avocado, Gorgonzola, cobb dressing \ 1,257 / each

コブサラダ ASCバナメイ海老 鶏胸肉 アボカド ゴルゴンゾーラ コブドレッシング

Caesar salad, Parmigiano Reggiano, smoked bacon \ 933 / each

シーザーサラダ パルミジャーノ レジャーノ スモークベーコン

Smoked salmon salad, snap peas, radish, soy sauce rice malt dressing \ 1,257 / each

スモークサーモンサラダ スナップエンドウ 紅心大根 しょうゆ糀ドレッシング

Quiche, sakura shrimp, cabbage \ 1,257 / each

桜エビと春キャベツのキッシュ

Fusilli pasta, smoked salmon, asparagus, potato, onion cream \ 1,257 / each

スモークサーモンとアスパラガスのフィジリパスタ 新ジャガイモと新玉葱のクリーム

SANDWICH サンドウィッチ

Sourdough bread, baloney sausage, carrot rapees \ 933 / each

サワードゥブレッド バローニーソーセージ キャロットラペ

Natural yeast bread avocad, hummus, carrot rape, red cabbage \ 933 / each

天然酵母パン アボカドとフムス キャロットラペ 赤キャベツ

Croissant, spicy chicken, egg, tomato, frill lettuce \ 1,257 / each

クロワッサン スパイシーチキン 卵 トマト フリルレタス

Baguette, jambon blanc, emmental, cornichon \ 1,257 / each

バゲット ジャンボンブラン エメンタール コルニッション

Bamboo charcoal bread, roasted beef, avocado, tomato, red onion, barbecue sauce \ 1,404 / each

竹炭ブレッド ローストビーフ アボカド トマト 赤玉葱 バーベキューソース

V - Vegetarian Choice  ベジタリアン

S - Signature Dish  シグネチャー

Seafood with this logo comes from an ASC certified responsible farm. www.asc-aqua.org ASC-C-00607

このマークが付いた水産物は、ASC（水産養殖管理協議会）認証を取得した責任ある
養殖管理のもとで育てられた水産物です。www.asc-aqua.org ASC-C-00607

All prices are inclusive of tax.

上記の金額には消費税が含まれております。

Please let us know if you have any food allergies, special dietary requirements or inquiries about rice-based foods

アレルギー食材や食事制限についてのご要望、また、米飯類・米加工品の産地情報の提供につきましてはスタッフへお申しつけください。



MEAT  ミート

Pork rillette / 120g \ 2,460 / each

ポークリエット

Salmon rillette / 120g \ 2,460 / each

サーモンリエット

Shrimp paste / 120g \ 2,460 / each

シュリンプペースト

OLIVE オリーブ

Green olives \ 370 / 100g

グリーンオリーブ

Giant green olives \ 400 / 100g

大粒グリーンオリーブ

Black olives \ 840 / 100g

ブラックオリーブ

Semi dried tomatoes \ 740 / 100g

セミドライトマト

CHEESE チーズ

Gorgonzola / 100g \ 1,350 / 1pc

ゴルゴンゾーラ

Parmigiano reggiano / 100g \ 1,650 / 1pc

パルミジャーノ レジャーノ

BREAD ブレッド

Petite baguette \ 260 / each

プティバゲット

Baguette \ 420 / each

バゲット

Please let us know if you have any food allergies, special dietary requirements or inquiries about rice-based foods

アレルギー食材や食事制限についてのご要望、また、米飯類・米加工品の産地情報の提供につきましてはスタッフへお申しつけください。

All prices are inclusive of tax.

上記の金額には消費税が含まれております。



DESSERT デザート

Vanilla pannacotta mandarin jelly \ 432 / each

バニラパンナコッタ みかんゼリー

Raspberry cake \ 432 / each

ラズベリーケーキ

Fruit Salad \ 432 / each

フルーツサラダ

Mango roll \ 736 / each

マンゴーロール

All prices are inclusive of tax.

上記の金額には消費税が含まれております。

Please let us know if you have any food allergies, special dietary requirements or inquiries about rice-based foods

アレルギー食材や食事制限についてのご要望、また、米飯類・米加工品の産地情報の提供につきましてはスタッフへお申しつけください。




