
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
11:30～15:00 L.O. (Weekdays)
11:30～16:00 L.O. (Weekends)

DINNER
17:00～20:00 L.O. 

DINNER
¥5,000

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

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

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

Swordfish and shrimp kefta satay with ginger and sesame dipping sauce...... 
メカジキとエビのサテ ジンジャーセサミディップ

Iceberg wedge salad with blue cheese dressing, crispy bacon and rock chives...... 
アイスバーグウェッジサラダ クリスピーベーコンとロックチャイブ ブルーチーズドレッシング

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

The green salad with kale, watercress, asparagus,
faro and chicken with green Goddess dressing.................................... 
アスパラ ケール チキン ファロのグリーンサラダ グリーンゴッデスドレッシング

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

Thai curry and shrimp pizza with zucchini, eggplant and coriander.....
エビ ズッキーニ ナスのタイカレーフラットブレッドピザ 

Ricotta and beets pizza with artichokes and green olives.....................
ビーツ リコッタチーズ アーティチョーク グリーンオリーブのフラットブレッドピザ

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 

Grilled plant base cheddar cheeseburger on a potato bun.....................
プラントベースチェダーチーズバーガー

Herb grilled swordfish steak with marinated white bean salad..............
ハーブでマリネしたメカジキと季節野菜のグリル 白いんげん豆と枝豆のサラダ

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 lamb chops with bulgur salad, feta cheese................................
ホエイでマリネしたラムチョップのグリル フェタチーズとブルガーのサラダ

Sake marinated grilled pork loin with oba and green chili pesto,.........
幽庵地でマリネしたポークロインのグリル オクラとミョウガのソテー 大葉胡椒ソース

Today's beef steak..............................................................................
本日のステーキ

¥2,900

¥1,700

¥1,700

¥1,680

¥1,400

¥980

¥10,000

¥1,200

¥1,700

¥2,000

¥1,680

¥1,680

¥2,000

¥2,400

¥5,500

¥2,900

¥2,800

¥980



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。

LUNCH

¥1,400

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

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

Swordfish and shrimp kefta satay with ginger and sesame dipping sauce...... 
メカジキとエビのサテ ジンジャーセサミディップ

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

The green salad with kale, watercress, asparagus,
faro and chicken with green Goddess dressing..................................... 
アスパラ ケール チキン ファロのグリーンサラダ グリーンゴッデスドレッシング

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

Thai curry and shrimp pizza with zucchini, eggplant and coriander.....
エビ ズッキーニ ナスのタイカレーフラットブレッドピザ 

Ricotta and beets pizza with artichokes and green olives.....................
ビーツ リコッタチーズ アーティチョーク グリーンオリーブのフラットブレッドピザ

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 

Grilled plant base cheddar cheeseburger on a potato bun.....................
プラントベースチェダーチーズバーガー

Herb grilled swordfish steak with marinated white bean salad..............
ハーブでマリネしたメカジキと季節野菜のグリル 白いんげん豆と枝豆のサラダ

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..............................
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

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  fresh creamフレッシュクリーム +330

¥5,000

¥2,700

¥2,800

¥1,700

¥1,700

¥980

¥1,400

¥980

¥10,000

¥1,200

¥1,700

¥2,000

BREAKFAST 
Seasonal fruits and baby lettuce 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

Brown rice breakfast bowl with boiled egg, tofu, eggplant,
yellow beets, zucchini and shoyu tahini dressing..................................
ボイルドエッグ ナス イエロービーツ ズッキーニ 厚揚げのブラウンライスボウル
和風タヒニドレッシング

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  fresh creamフレッシュクリーム +330

Earl grey and lavender chiffon cake
with whipped cream and fresh berries....................................................
ラヴェンダーアールグレイシフォンケーキ フレッシュベリー

Minimal chocolate brownie with chocolate and banana mousse............
ミニマルチョコレートブラウニー チョコバナナムース

¥1,500

¥1,650

¥1,400

¥1,680

¥1,680

¥2,000

¥2,400

DESSERT 

¥980

¥980


