
17:00 - 23:00 

タパス /サラダTapas  Salad

Miura vegetable carpaccio

¥580
三浦野菜のカルパッチョ

French fries 

¥480
フライドポテト

French fries
Cheese&oregano

¥580
フライドポテト　チーズ&オレガノ

Jerk chicken tacos

¥580
ジャークチキンタコス

Shrimp tacos Spiceoil

¥650
海老＆アボカドスパイスタコス

All pr ices are exc lus ive of t ax .  / 表示金額に消費税は含まれておりません

¥1100

Garden salad with Bread 
ガーデンサラダ
(ドレッシング3種）

（1188円 税込）

（702円 税込）

（626円 税込）

（626円 税込）

（518円 税込） （626円 税込）



Spicy dumplings
& coriander

¥680
スパイシー水餃子&パクチー

Roasted cheese cauliflower
& mayonnaise

¥680
ローストカリフラワー＆マヨネーズ

Prosciutto&Fruits

¥750
生ハム&フルーツ

Gratin Dauphinois

¥680

ジャガイモのグラタン
フランス風

Assorted Sausage ¥800ソーセージ盛り合わせ

Camembert Cheese
&Tomato

¥900
カマンベールとトマトのアヒージョ

French fries Poutine

¥600
フライドポテト　プーティーン

Fish & Chips

¥700
フィッシュ&チップス

All pr ices are exc lus ive of t ax .  / 表示金額に消費税は含まれておりません

¥1,000

Chicken Over Rice
チキンオーバーライス

Baguette ¥300バケット （324円 税込）

（864円 税込）

（734円 税込）
（734円 税込）

（734円 税込）

（810円 税込）

（1080円 税込）

（648円 税込）

（756円 税込）

（972円 税込）



Chicken Over Rice
チキンオーバーライス

NYの屋台で人気のジャークチキン、ターメリックライス、
ホワイトソースを混ぜながら食べるプレート。

Jerk chicken, Turmeric rice, White sauce, Tomato, Baby leaf, 
Red onion, Italian parsley

Salmon and Avocado rice bowl 
サーモン＆アボカドライスボウル

こくのある牡蠣醤油でマリネしたサーモン、アボカドとプチ
プチのとびっこがアクセントの定番人気のライスボウル。

Salmon,Avocado,Rice,Oystersoysauce,Fryingfish roe,Baby 
leaf,Yuzu pepper mayonnaise,

¥1000（1,080円 税込）

Garden salad with Bread 
ガーデンサラダ (ドレッシング3種）

色とりどりのフレッシュな三浦野菜を中心に生ハムや
フルーツをのせ、ドレッシングも3種から選べます。

Miura farm vegetable (Swiss chard, violet radish, red radish, 
wasabi), Romein lettuce, Prosciutto, seasonal fruit, 
chrysanthemum, dressing, rye bread(Grana Padano,Butter)

¥1100 （1,188円 税込）

¥1100（1,188円 税込）

Wagyu-Beef Hamburg Steak Plate
和牛ハンバーグプレート

ジューシーな自家製和牛ハンバーグにデミグラス
ソースを合わせた鉄板の組み合わせ。

Wagyu beef hamburg, rice, demiglace sauce, mashed 
potato,  Broccolini, carrot,

¥1500（1,620円 税込）

Dinner

+ ¥ 300
ドリンクセット
Drink set

All prices are exclusive of tax. / 表示金額に消費税は含まれておりません

コーヒー（ホット/アイス）
Coffee  (HOT/ ICE)

Cafe Latte (HOT/ ICE) Mild Cappuccino (HOT)
マイルドカプチーノ（ホット）
★ラテアート付カフェラテ（ホット/アイス）

Oolong Tea  (HOT/ ICE)
ウーロン茶（ホット/アイス）

Orange Juice
オレンジジュース

Ginger Ale
ジンジャエール

Grapefruit Juice
グレープフルーツジュース

Cappuccino (HOT)

カプチーノ（ホット）
★ラテアート付

Black Tea  (HOT/ ICE)
紅 茶（ホット/アイス）

Coke
コーラ

Wine
グラスワイン

（324円 税込）

¥1100 ¥1000
本日のプレート

Today's  Plates

人気の週替わりプレート （スタッフにお尋ねください） / Ask

本日のカレー
Today's  Curry

いろんなカレーを週替わりで (スタッフにお尋ねください） / Ask

Plate Curry

（1,188円 税込） （1,080円 税込）

Baguette ¥300バゲット （324円 税込）


