
LUNCH COURSE ¥4,280

APPETIZER + PASTA ＋ MAIN DISH + DESSERT
Please choose one from each category 

お好きなメニューをアラカルトの各カテゴリーから1品ずつお選びいただけます 

- APPETIZER -

Today's soup
本日のスープ

Kampachi carpaccio with lemon miso dressing and seasonal vegetables
カンパチと季節野菜のカルパッチョ レモン味噌ドレッシング

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

Kale salad with Cajun spiced chicken, corn, feta, 
tomatoes and thousand island dressing

ケイジャンチキン ケール コーン フェタチーズのサラダ
サウザンアイランドドレッシング

This week's salad
今週のサラダ

- PASTA -

This week's pasta
今週のパスタ

Spaghettini with Earl Gray tomato sauce, braised pork,
eggplant, zucchini and pecorino cheese

トントロ 茄子 ズッキーニのアールグレイトマトソース スパゲティーニ

- MAIN DISH -

From the “Big plates”
お好きなメインディッシュ

- DESSERT -

Valrhona chocolate and pistachio mousse
with griotte jam and pistachio sauce 

ヴァローナチョコレートとピスタチオのムース
グリオットジャムとピスタチオソース

Fresh berry pavlova with crème d'ange
クレームダンジュのパヴロヴァ ベリーソース

Royal milk tea crème brulee with vanilla gelato
ロイヤルミルクティのクレームブリュレとバニラジェラート

Seasonal fruit pound cake with cookie streusel and vanilla gelato
季節のフルーツのパウンドケーキ

クッキークランブルとバニラジェラート

Maple cheesecake with caramelized walnuts and vanilla gelato
ベイクドメープルチーズケーキ

クルミのキャラメリゼとバニラジェラート



WEEKLY LUNCH MENU

SMALL PLATES AND SALADS

Kampachi carpaccio with lemon miso dressing ............................................1,700
and seasonal vegetables
カンパチと季節野菜のカルパッチョ レモン味噌ドレッシング

Split pea hummus topped with crunchy garbanzo....................................1,180
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 and swordfish with lemon and herb aioli.......1,580
カラマリとメカジキのフリットミスト レモンハーブアイオリ

This week's salad : Caesar salad with romaine,..............................................1,780
smoked salmon, avocado, croutons and Grana Padano curls
今週のサラダ： 
スモークトラウトサーモンとアボカドのシーザーサラダ

Crunchy Thai salad with shrimp, bean sprouts..................................................1,780
and chili lime dressing
*Add fried soft shell crab 500   Add extra coriander 300
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
＊トッピング　ソフトシェルクラブフライ 500  コリアンダー 300

Kale salad with Cajun spiced chicken, corn, feta, ......................................1,780
tomatoes and thousand island dressing
ケイジャンチキン ケール コーン フェタチーズのサラダ
サウザンアイランドドレッシング

Romaine salad with baked tofu, pecans, ..............................................................1,780
vegan parmesan and lemon dressing
ロメインレタスとベイクド豆腐のビーガンサラダ
ピーカンナッツとビーガンパルメザン レモンドレッシング

ORIGINAL FLAT BREAD PIZZAS
This week's pizza : ......................................................................................................................1,880
Gorgonzola and caramelized onions with rosemary pizza
今週のピザ : 
キャラメリゼオニオンとゴルゴンゾーラのフラットブレッドピザ

Margherita pizza with mozzarella, tomato sauce and fresh basil........1,800
モッツァレラ トマトソース バジルのマルゲリータフラットブレッドピザ

Weekly lunches are served with bread, hot coffee and iced tea.
ウィークリーランチにはパン、ホットコーヒーとアイスティーが含まれます

Today's small soup
本日のスープ

500

Today's small salad
本日のサラダ

500

Please scan for allergy information｜アレルギーメニューの詳細はこちらから：



PASTA
This week's pasta : .......................................................................................................................1,880
Spaghettini with shrimp, broccoli and anchovy
今週のパスタ : 
海老 ブロッコリー アンチョビのスパゲティーニ

Spaghettini with Earl Gray tomato sauce, braised pork, .....................2,300
eggplant, zucchini and pecorino cheese
トントロ 茄子 ズッキーニのアールグレイトマトソース スパゲティーニ

Spaghettini with vegan bolognese, eggplant,...................................................2,300
shiitake and vegan parmesan
プラントベースミートのビーガンボロネーゼ スパゲティーニ

BIG PLATES
This week's main dish : Grilled chicken with Greek style................2,200
cucumber, tomato and Feta cheese salsa
今週のメインディッシュ： ヨーグルトでマリネしたチキンのグリル
フェタチーズ 胡瓜 トマトのグリークサルサ

Mediterranean spice marinated grilled swordfish ........................................3,000
with baked potato and yogurt sauce
クミンとコリアンダーでマリネしたメカジキのグリル
レバノン風ベイクドポテトとヨーグルトソース

Spiced panko chicken cutlet with Maribo cheese, ..................................2,600
mashed potatoes and wild arugula
スパイシーチキンカツレツ マリボーチーズ 
フレッシュトマトとマッシュポテト

Grilled sirloin steak with black pepper corn sauce and green vegetables ....3,280
豪州産サーロインのグリル ブラックペッパーコーンソース

Burmese style chicken biryani .........................................................................................2,200
with pickled quail eggs and red cabbage raita
ビルマ風チキンビリヤニ 鶉の卵のピクルスと赤キャベツのライタ

Havarti cheese burger with sauteed onions, .....................................................2,580
lettuce and tomato on a milk bun with fries
ハバティチーズとソテーオニオンのビーフバーガー ワッフルフライ

Grilled plant base cheddar cheeseburger on a milk buns....................2,580
プラントベースチェダーチーズバーガー

PANCAKE

Buttermilk pancakes with fresh strawberries,............................... 2,300
strawberry sauce and whipped cream
フレッシュストロベリークリームパンケーキ
Toppings : Extra strawberry エクストラストロベリー　700 

Classic buttermilk pancakes　* Choice of maple syrup or honey.................1,580
クラシックバターミルクパンケーキ   メープルシロップ or 蜂蜜
Toppings : Fresh cream フレッシュクリーム　330 
                Fresh fruits  フレッシュフルーツ　430

Gluten free bread is also available. +200 yen. However our food is not made in a 100% gluten free 
environment and we make no guarantees regarding the gluten content of these items.

パンはグルテンフリーに変更できます。+200
（小麦粉を含む製品と同じライ ンで製造しています）


