
WEEKLY LUNCH COURSE ¥3900

APPETIZER + 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 

Served with dip, bread, hot coffee and iced tea 
ディップ、パン、ホットコーヒー、アイスティーがつきます

- APPETIZER -

Today's seasonal fresh fish carpaccio
旬の魚介のカルパッチョ

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

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

Today's weekly salad or pizza
ウィークリーランチサラダ or ピザより

- MAIN DISH -

Grilled swordfish steak with spinach, hazelnuts 
and yuzu cream sauce

 メカジキのグリル ほうれん草とスイスチャードのソテー 
柚子クリームソース

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 and green veggies
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

Fettuccini with ricotta, kale and speck in a light cream sauce  
リコッタチーズ ケール スペックのクリームソース フェットチーニ

Grilled mac-n-cheddar cheese beef burger 
with fried onion rings on a potato bun

マカロニチェダーチーズオニオンリングバーガー

- DESSERT -

Mont Blanc pavlova with chestnut cream and cassis meringue
モンブランパヴロヴァ マロンクリームとカシスメレンゲ

Matcha chiffon cake with raspberry coulis, milk gelato, 
crisp pistachios and fresh berries

抹茶シフォンケーキとピスタチオクリスプ 
フレッシュベリーとミルクジェラート

Organic orange blossom honey creme brulee with mascarpone gelato
オーガニックオレンジハニーブリュレとマスカルポーネジェラート

Maple cheesecake with caramelized walnuts and vanilla gelato
ベイクドメイプルチーズケーキ クルミのキャラメリゼとバニラジェラート



  WEEKLY LUNCH
Served with dip, bread, hot coffee and iced tea 

Add a small size of today's soup or weekly salad to your lunch. +500
ランチメニューにはディップ、パン、ホットコーヒー、アイスティーが含まれています
本日のスープ又はウィークリーサラダのスモールサイズをつけることができます +500

Today’s soup 本日のスープ .................................................................. 1,000

Salad: Grilled vegetables and mixed greens with prosciutto .................. 1,500
         and tomatoes, house vinaigrette
         グリルベジタブルとプロシュートのサラダ ハウスビネグレット

Pasta: Penne with taleggio cream, pancetta, radicchio, ......................... 1,600
         turnips and toasted walnuts
         パンチェッタ カブ クルミのタレッジョクリーム ペンネ

Sandwich: Chicken gyro sandwich with lettuce,................................... 1,600
                tomato and garlic mayo in pita bread
               チキンケバブピタサンド トマトサルサとガーリックアイオリ

Pizza: Fresh clam pizza with bacon, mozzarella....................................... 1,600
         アサリ ベーコン オニオンのホワイトソースフラットブレッドピザ

Special: Grilled salmon with bacon, mushroom and almond................. 2,000
　　　  サーモンのグリルとベーコン キノコ アーモンドのソテー 
           ほうれん草のピューレ

SIGNATURE DISHES
Grilled mac-n-cheddar cheese beef burger ........................................... 2,000
with fried onion rings on a potato bun
マカロニチェダーチーズオニオンリングバーガー

Roasted chicken kabsa with spiced rice pilaf, red cabbage slaw and tzatziki ... 2,000
ローストチキンとスパイシーピラフのカブサ 赤キャベツのアチャールとタジキソース

APPETIZER
Today's seasonal fresh fish carpaccio ..................................................... 1,580
旬の魚介のカルパッチョ

Split pea hummus topped with crunchy garbanzo and za'atar spice, pita bread.... 900
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............................................ 1,300
カラマリのフリット コチュジャンアイオリ

Crunchy Thai salad with shrimp, bean sprouts and chili lime dressing ... 1,600
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

MAIN DISH 
Grilled swordfish steak with spinach, hazelnuts and yuzu cream sauce ................2,800
メカジキのグリル ほうれん草とスイスチャードのソテー 
柚子クリームソース

Herb panko chicken cutlet with melted scamorza cheese, .................... 2,300
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 and green veggies ... 2,600
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

Fettuccini with ricotta, kale and speck in a light cream sauce ............... 2,100
リコッタチーズ ケール スペックのクリームソース フェットチーニ



CAFE
COFFEE

Blend coffee ブレンドコーヒー ................................................................ 620

Seasonal single origin coffee シングルオリジンコーヒー .......................... 720

Decaf coffee デカフェコーヒー ................................................................ 620

Iced coffee アイスコーヒー...................................................................... 620

Espresso エスプレッソ ............................................................................ 620

Café latte カフェラテ .........................................................  Hot / Iced  720

Hazelnut café mocha ヘーゼルナッツ カフェモカ ...............  Hot / Iced  720

Matcha latte 抹茶ラテ ........................................................  Hot / Iced  720

TEA

Organic maple chai オーガニック メープル チャイ .................................. 720

Earl grey アールグレイ ............................................................................ 670

Darjeeling ダージリン ............................................................................ 670

Chamomile citrus カモミール シトラス .................................................. 670

African rooibos nectar アフリカン ルイボス ネクター .............................. 670

Ginger peach iced teaジンジャー ピーチ アイスティー ............................ 600

PANCAKE & DESSERTs

Classic buttermilk pancakes　* Choice of maple syrup or honey ......... 1,300
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

Minimal chocolate brownie with chocolate and banana mousse, ............. 980
coconut gelato                                                             *Chocolate by Minimal

ミニマルチョコレートブラウニー チョコバナナムースとココナッツジェラート  

Butterscotch pudding with whipped cream, caramel sauce and salty popcorn.... 980
バタースコッチプリン キャラメルソースとポップコーン

Organic orange blossom honey creme brulee with mascarpone gelato..... 980
オーガニックオレンジハニーブリュレとマスカルポーネジェラート

Mont Blanc pavlova with chestnut cream and cassis meringue................. 980
モンブランパヴロヴァ マロンクリームとカシスメレンゲ

Maple cheesecake with caramelized walnuts and vanilla gelato ................ 980
ベイクドメイプルチーズケーキ クルミのキャラメリゼとバニラジェラート

Matcha chiffon cake with raspberry coulis, milk gelato,........................... 980
crisp pistachios and fresh berries
抹茶シフォンケーキとピスタチオクリスプ フレッシュベリーとミルクジェラート

Today's selection of gelato and sorbet ..................................................... 980
本日のジェラート ソルベ

by  THE  ROASTERY


