V = Vegan
V = Can be made vegan

Starters
Recommended
Cold mezze platter - beetroot hummus, smoked babaganouj, matbucha, marinated olives
with pita bread & seasonal veggies: for 2 people

¥ 3000

コールドメゼプレート ビーツのフムス、スモークババガヌッシュ、マブチャ、オリーブマリネ、ピタパン、季節の野菜
２名様分枝豆のファラフェル、ビーツフムスとブラックタヒニ、ピタパン

Herb & lemon marinated olives

¥ 700

Beetroot hummus, olive oil & pita bread

¥ 700

Chilled corn soup, spiced almonds & pistachios & soy yogurt

¥ 800

Smoked babaganouj, olive oil, pomegranate molasses, endive & pita bread

¥ 950

Za'atar, mozzarella & feta cheese pita bread pizza

¥ 950

ハーブとレモンでマリネしたオリーブ
ビーツのフムスとピタパン
冷たいコーンスープ

スパイスアーモンドとピスタチオ、ソイヨーグルト

スモークババガヌッシュ

オリーブオイル、ざくろモラサス、アンディーブ、ピタパン

ザタールとモッツアレラ、フェタチーズのピタパンピザ

Eggplant, tomato & roasted red pepper “matbucha”

¥ 1200

Feta, olive & mint Turkish “Cigars” with harissa mayo

¥ 1300

“マブチャ” 地中海風茄子とパプリカのトマト煮込み

フェタチーズとオリーブ、トルコ風ハーブの “シガー” アリッサマヨネーズ

Sandwiches

Edamame falafel pita sandwich with beetroot hummus, feta cheese & greens

¥ 1500

Chicken schwarma pita sandwich with tahini sauce cucumber, feta cheese & greens

¥ 1700

Lamb kefta pita sandwich with babaganouj, cucumbers, tomato, lettuce and tahini sauce

¥ 2000

枝豆のファラフェルサンド、ビーツフムス、フェタ、サニーレタス

チキンシュラマサンド、タヒニソース、きゅうり、フェタ、サニーレタス
ラムケフタサンド

ババガヌッシュ、きゅうり、トマト、レタス、タヒニソース

Plates

Edamame falafel, beetroot hummus, black tahini sauce & pita bread

¥ 1400

Mezze Plate : Mixed plate with falafel, beetroot hummus, matbucha, Lebansese fried potatoes,
seasonal salad & pita bread

¥ 1700

枝豆のファラフェル、ビーツフムスとブラックタヒニ、ピタパン

メゼプレート：ファラフェル、フムス、マブチャ、レバノン風フライドポテト、シーズナルサラダ、ピタパン

add chicken

¥ 300

add lamb kefta

¥ 500

＋チキン

＋ラムケフタ

Kale and herb salad with strawberry, avocado, cucumber, turnip & sunflower seeds
ケールとハーブのサラダ、イチゴ、アボカド、きゅうり、カブ、ひまわりの種

add chicken & feta cheese

¥ 300

＋チキンとフェタチーズ

Middle Eastern Meat plate with lamb kefta & chicken schwarma,
smoked babaganouj, potatoes, feta, tahini sauce
ミドルイースタンミートプレート

¥ 1700

¥ 3800

ラムケフタ、チキンシュラマ、ババガヌッシュ、ポテト、フェタ、タヒニソース

Dessert
Tahini, walnut, dried cranberry & chocolate cookies

¥ 800

Seasonal ice cream bars & popcicles - Ask for today’s selection !

¥ 900

タヒニとくるみ、クランベリーのヴィーガンチョコレートクッキー
季節のアイスバー

本日のフレーバーはスタッフにお尋ねください

Drink Menu
KOMBUCHA-SHIP

コンブチャ

¥ 800

WINE

ワイン

【Orange】

KOMBUCHA( コンブチャ ) とは、お茶に糖類を加え酢酸菌と酵母のコロニー
『SCOBY( スコビー )』を入れて発酵させた微炭酸飲料です。
フルーティーな酸味と爽やかな飲み口が特徴で、発酵由来の有機酸による整腸作用
で代謝や免疫力の向上が期待出来るなど、おいしさだけでなく様々な健康効果もあ
ると言われています。

TANCA ELS ULLS 2018

タンカ・エルス・ウルス
スペイン

Rose Water Lime Flavor

＋¥ 100

ローズウォーターライムフレイバー

NEUWEG 2019 Domaine Gross

＋¥ 100

Strawberry Lavender Flavor
ストロベリーラベンダーフレイバー

¥ 1300

/ ¥ 8600

¥ 1200

/ ¥ 7800

品種ゲヴェルツトラミネール

Le Trouble Fait 2019

フランス

/ ¥ 9400

品種カルトゥーシャ

ヌーウェグ 2019 ドメーヌ・グロス
アルザス

¥ 1500

品種ミュスカ・ブラン・ア・プティ・グラン

SANCERRE AUKSINIS SEBASTIEN RIFFAULT 2011
France

¥ 13000

GRIS DE FLORETTE LUCY MARGAUX 2016 Australia

¥ 15000

サンセール オクシニス セバスチャンリフォー

WINE

ワイン

グリドフルーレット ルーシーマルゴー

【Champagne】
POMMERY Brut Half Bottle

ポメリー ブリュット

ハーフ / フル

¥ 8000

/ ¥ 12000

【Red】
IGT ROSSO DEL VERONESE L’ ARCO 2016
Italy

イタリア

Vinho Verde Rose
Portugal

¥ 850

/ ¥ 5900

ヴィーニョ・ヴェルデ

ポルトガル生まれのヴェーニョ・ベルデ。

品種コルヴィーナ 50% ロンディネッラ 30% モリナーラ 5% カベルネ、

サンジョヴェーゼあわせて 15%

BEER

ビール

Modelo Especial

¥ 900

Corona Extra

¥ 800

モデロ エスペシャル

Patrick Sullivan Jumpin'Juice Sunset 2020

¥ 9800

ジャンピン・ジュース・サンセット

オーストラリア 品種ソーヴィニョン・ブラン、ゲヴェルツトラミネール、シラー

コロナ エキストラ

Heartland Draft Beer

¥ 900

ハートランド生ビール

【White】
ONE HARVEST MORNING LAMMERSHOEK 2014
South Africa

¥ 900

/ ¥ 6400

Non-Alcohol

ノンアルコール

Mint tea

¥ 700

Rosewater & limeade soda

¥ 700

Strawberry & lavender soda

¥ 700

Orange Juice

¥ 600

Coca Cola

¥ 600

Sparkling Water

¥ 500

ミントティー

ワンハーベストモーニング ラムズフック

品種シュナン・ブラン、ヴィオニエ、シャルドネ

ローズウォーターライムエイド

Sancerre Les Quarterons 2018 Sebastien Riffault
France

¥ 1300

/ ¥ 8200

ストロベリーラベンダーソーダ

サンセール レ カルトロン セバスチャンリフ ォー
フランス

品種ソーヴィニヨンブラン

オレンジジュース

PRIMADONA

プリマドンナ
オーストリア

/ ¥ 8600

ロッソ・デル・ヴェロネーゼ ラルコ

【Rose】

南アフリカ

¥ 1400

WIEDERSTEIN 2020

品種ゲルバームスカテラー

¥ 1000

/ ¥ 6800

コーラ

スパークリングウォーター

