
TAKE OUT MENU

150-0033 東京都渋谷区猿楽町 16-15

03-6415-3232

Orders may be placed in person, online or by phone
ご注文はお電話か店頭、webにて承っております。

LUNCH
11:30～17:00 L.O. 

DINNER
17:00～20:00 L.O. 

DINNER

Family set 5kinds ～serves 2～..............................................................
ファミリーセット　5品　～ 2名様分～
(Hummus, Fried calamari, Nashville chicken, Thai salad, Chicken cutlet)

Family set 7kinds ～serves 4～............................................................
ファミリーセット　7品　～ 4名様分～
(Hummus, Fried calamari, Nashville chicken, Thai salad, Pearl barley salad, Chicken cutlet, Pork)

Today's soup..........................................................................................
本日のスープ（スモールサイズ）

Split pea hummus 
topped with crunchy garbanzo and za'atar spice, pita bread.....................
えんどう豆のハムス クリスピーガルバンゾーとザータースパイス

Crispy fried calamari with gochujang aioli...........................................
カラマリのフリット コチュジャンアイオリ

Nashville hot fried chicken with bread and butter pickles, 
choose your spice level     Nashville hot or Howlin’ hot.........................
フライドチキン ナッシュビルスタイル 
※辛さをナッシュビルホット or ハウリンホットよりお選びください  

Crunchy Thai salad with shrimp, bean sprouts 
and chili lime dressing.........................................................................
シュリンプのタイ風クランチーサラダ チリライムドレッシング

Pearl barley and poached chicken salad with endive, 
pumpkin and yuzu dressing .................................................................
もち麦 チキン カボチャとアンディーブのサラダ 柚子ドレッシング

Grilled mac-n-cheddar cheese beef burger with fried onion rings.........
マカロニチェダーチーズオニオンリングバーガー

Smoked cheese, provolone and mozzarella pizza 
with salami Ungherese and basil..........................................................
ウンゲレーゼサラミ スモークチーズ プロボローネ モッツァレラのフラットブレッドピザ

Crab and cauliflower pizza with white sauce,
scallions and sriracha mayo...................................................................
蟹とカリフラワー ホワイトソースのフラットブレッドピザ スリラッチャマヨ

Pizza Napoli with ciccioli ham, semidried tomatoes,
scamorza and wild arugula...................................................................
チッチョリ セミドライトマト スカモルツァチーズのフラットブレッドピザ

Grilled king salmon filet with roasted turnips and sake kasu cream sauce.....
キングサーモンとカブのグリル 酒粕クリームソース

Herb panko chicken cutlet with melted scamorza cheese 
mashed potatoes and wild arugula........................................................
チキンカツレツ スカモルツァチーズ フレッシュトマトとマッシュポテト

Grilled chamomile marinated pork loin 
with asparagus and roasted potatoes.....................................................
カモミールでマリネしたポークロインのグリル ローストポテトとアスパラガス

Grilled lamb chops with sauteed potatoes, 
cauliflower and burdock with star anise sauce......................................
ラムチョップのグリル ごぼうとカリフラワーのソテー アニスソース

¥5,000

¥2,900

¥2,900

¥2,300

¥2,980

¥1,600

¥980

¥1,300

¥900

¥600

¥10,000

BREAKFAST
8:00～10:45 L.O. (Weekdays)
7:00～10:45 L.O. (Weekends)

¥2,000

¥1,600

¥1,700

¥2,300

¥1,700



BREAKFAST 

Menu items are subject to change without notice. 
一部メニューに変更がある場合がございます。ご了承の程よろしくお願いいたします。

Today's soup.........................................................................................
本日のスープ（スモールサイズ）

Seasonal fruits salad with avocado, prosciutto and granola..................
季節のフレッシュフルーツ アボカド プロシュート グラノーラのサラダ

Classic buttermilk pancakes ...............................................................
クラシックバターミルクパンケーキ 
Toppings: fresh fruitsフレッシュフルーツ +430

Toasted bread with homemade jam and whipped butter.......................
トーストブレッド クラフトジャムとホイップバター付き
Toppings:

¥600

¥1,400

¥1,300

¥500

sausage ソーセージ +380｜bacon ベーコン +380

LUNCH

¥1,300

Family set 5kinds ～serves 2～.............................................................
ファミリーセット　5品　～ 2名様分～
(Hummus, Fried calamari, Nashville chicken, Thai salad, Chicken cutlet)

Family set 7kinds ～serves 4～...........................................................
ファミリーセット　7品　～ 4名様分～
(Hummus, Fried calamari, Nashville chicken, Thai salad, Pearl barley salad, Chicken cutlet, Pork)

Today's soup........................................................................................
本日のスープ（スモールサイズ）

Split pea hummus 
topped with crunchy garbanzo and za'atar spice, pita bread.....................
えんどう豆のハムス クリスピーガルバンゾーとザータースパイス

Crispy fried calamari with gochujang aioli...........................................
カラマリのフリット コチュジャンアイオリ

Nashville hot fried chicken with bread and butter pickles, 
choose your spice level     Nashville hot or Howlin’ hot.........................
フライドチキン ナッシュビルスタイル 
※辛さをナッシュビルホット or ハウリンホットよりお選びください

Crunchy Thai salad with shrimp, bean sprouts 
and chili lime dressing.........................................................................
シュリンプのタイ風クランチーサラダ チリライムドレッシング

Grilled mac-n-cheddar cheese beef burger with fried onion rings.........
マカロニチェダーチーズオニオンリングバーガー

Smoked cheese, provolone and mozzarella pizza 
with salami Ungherese and basil...........................................................
ウンゲレーゼサラミ スモークチーズ プロボローネ モッツァレラのフラットブレッドピザ

Crab and cauliflower pizza with white sauce, 
scallions and sriracha mayo..................................................................
蟹とカリフラワー ホワイトソースのフラットブレッドピザ スリラッチャマヨ

Pizza Napoli with ciccioli ham, semidried tomatoes, 
scamorza and wild arugula..................................................................
チッチョリ セミドライトマト スカモルツァチーズのフラットブレッドピザ

Grilled king salmon filet with roasted turnips and sake kasu cream sauce.....
キングサーモンとカブのグリル 酒粕クリームソース

Herb panko chicken cutlet with melted scamorza cheese 
mashed potatoes and wild arugula........................................................
チキンカツレツ スカモルツァチーズ フレッシュトマトとマッシュポテト

Grilled sirloin steak with black garlic espresso aioli...............................
豪州産サーロインのグリル エスプレッソガーリックアイオリソース

Grilled chamomile marinated pork loin 
with asparagus and roasted potatoes.....................................................
カモミールでマリネしたポークロインのグリル ローストポテトとアスパラガス

Classic buttermilk pancakes.................................................................
クラシックバターミルクパンケーキ
Toppings: fresh fruitsフレッシュフルーツ +430

¥5,000

¥2,900

¥2,600

¥2,300

¥2,980

¥2,000

¥1,600

¥1,300

¥900

¥10,000

¥600

¥980

¥1,700

¥2,300

¥1,700


