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TEL: ��-����-����
〒���-����
東京都台東区
蔵前一丁目 � 番 � 号 �F

TEL: ��-����-����
〒���-����
東京都世田谷区宮坂 �-��-�
フォレスト甲陽 �F

salad
チキンと野菜のブラッククミンサラダ
バルサミックフレンチヴィネグレット仕立て ……… ����
スーパーフードのブラッククミンシードとバルサミコ酢を使っ
たドレッシング、チキン、歯応えのある野菜と合わせたサラダ。
ブラッククミンは、死以外のすべてを治癒できると言われるほ
どすごい食材なのだとか。カレーで使われるクミンとは別物な
ので、クミンが苦手な方にもおすすめ。

（税込）

特定原材料・・・鶏

シーザー風ドレッシングでトスした
ベジチーズとココナッツチップのサラダ…… ����
乳製品を使わない、植物原料 ���% の自家製ベジチーズをたっ
ぷりの葉野菜と頂くサラダです。ドレッシングには、シーザー
風のドレッシング。こちらも動物性不使用で、チーズの風味を
表現しています。

（税込）

特定原材料・・・カシューナッツ、大豆、くるみ

antipasta
メインディッシュをお待ちの間に早めにお出しできる
前菜はいかがですか？

前菜の盛合せ

……………… ����（税込）

前菜を盛合せにしました。迷ったらおすすめです。

特定原材料・・・盛合せする前菜によりますので、スタッフにお尋ねください。

レンズ豆と豚ロースのサラダ風

……………… ���（税込）

栄養価が高いレンズ豆を豚ロースと一緒に和えてサラダ風に仕立てました。
特定原材料・・・豚

グレープフルーツと人参のラペサラダ ………… ���（税込）
グレープフルーツを使い人参を漬け込みました。セロリシードがアクセントです。
特定原材料・・・なし

有機オリーブ２種盛合せ ……………………… ���（税込）
黒とグリーン、２色のオリーブの盛合せ。
特定原材料・・・なし

ベジチーズ＆全粒粉クラッカー………………… ���（税込）
植物性原料 ���% で作る。チーズのような濃厚さとねっとり感があるベジチーズ。
クラッカーに乗せてお召し上がりください。
特定原材料・・・なし

本日の野菜のポタージュ ……………………… ���（税込）
日により変わる野菜のポタージュ。詳しくは黒板をご覧ください。
特定原材料・・・日によって異なります。スタッフにお尋ねください。

main dish
極厚フライパンで美味しさを引き出す

野菜のソテーパンディッシュ
豚モモ

����（税込）

鶏モモ

����（税込）

豚肩ロース ����（税込）
鶏ムネ

vegetables

お野菜

����（税込）

sauce

ソース

黒板から、お野菜３種と
お肉をお選びください
レシピダイニングで、その時に美味しそうだなと思った
お野菜やお肉などの食材を、お選びしています。
お肉はどれも低温調理してありますので、
柔らかくジューシーにお召し上がり頂けます。

※写真はトリムネのソテーパンディッシュです。

sauce

マスタードと日本酒のソース

ディジョンマスタードで、お肉のエキスがたくさん詰まったフォ
ンと日本酒をつなぎ合わせたソース。野菜にもお肉にもあいま
す。

地中海風大粒マスタード

特定原材料・・・鶏、豚

大粒のマスタードにドライトマトを練り込んで漬け込まれた地
中海マスタード。野菜の美味しさを最大限に引き出してくれま
す。

アリオリアンチョビソース

特定原材料・・・なし

アリオリとは、ニンニクとマヨネーズを使ったソースのこと。
アンチョビが加わって、さらにパンチのあるソースに仕上がり
ました。
特定原材料・・・大豆

seasonable
春穫れ野菜たっぷり
キャベツと鶏肉の四川風ピリ辛ダレ

春に収穫する、キャベツや玉ねぎ、春にはぴったりの、芽のも
のの豆苗などをたっぷり使ったよだれ鶏。よだれ鶏は、そのネー
ミングの通り、ピリ辛で食欲をそそるタレが特徴的な料理で、
野菜とトリムネ肉の食が進みます。

����（税込）

１つお選びください

焦がしニンニクの和風ソース

ニンニクを焦がすことで旨味を引き出した醤油ベースの和風
ソース。米酢の酸っぱさがコクとサッパリ感を演出してくれま
す。
特定原材料・・・小麦、大豆、ゴマ

ナッツとスパイス香るデュカ

中東では有名なミックススパイス、デュカ。ナッツや香辛料を
使ったふりかけのようなもの。お肉はもちろん、野菜にもよく
あいます。
特定原材料・・・くるみ、ゴマ

ベルベル風アリッサ

harissa( アリッサ ) は、ヨーロッパやアフリカで使われるスパ
イスと唐辛子を混ぜたペースト状の調味料。燻製唐辛子を使用
したベルベル風は癖になる辛さです。
特定原材料・・・なし

RICE & NOODLE

大豆のスパイシーミートを使った
玄米ビーフンの野菜和え麺 ………………… ����
香味野菜やナッツ、フレッシュな野菜を玄米ビーフンと和えて
頂く野菜和え麺。ビーフンがグルテンフリーなのも嬉しい所。
〆にはとてもオススメの一品です。

（税込）

特定原材料・・・小麦、大豆、アーモンド

重ね煮を使ったスリランカ風
スパイスチキンカレー
………………… ����
ルーを使わずに、スパイスをたくさん使って作る、スリランカ
風の濃厚なチキンカレーです。重ね煮の優しい甘さが活かされ
ています。

発酵玄米ご飯 ………………… ���（税込）
有機栽培の玄米を小豆と炊き、数日かけて熟成させた玄米。
普通の玄米よりも消化に良くカラダに優しい玄米ご飯です。

雑穀ご飯

………………… ���（税込）

白米を雑穀と一緒に、圧力鍋で蒸しながら炊き上げた雑穀入り
の白米。おかずを美味しく頂けます。

（税込）

特定原材料・・・鶏

dessert
有機豆乳で作る
小さな焼きたてバニラプリン …… ���

（税込）

熟成させて甘味を引き出した卵と有機豆乳を使用した
焼きプリン。オーダーを受けてからお焼きするので
お時間 ��min ほど頂きます。
特定原材料・・・卵、大豆

自家製シャーベット２種盛 ……… ���

（税込）

生のフルーツを使用した自家製のシャーベットです。
内容は黒板をご覧ください。
特定原材料・・・日により異なります。スタッフにお尋ねください。

take away

こちらのメニューはテイクアウト頂けます。
ご注文を頂いてからお作りするので、
お早めにご注文ください。

●スリランカ風スパイスチキンカレー ……… ���（税込）

drink menu
alchohol

soft drink

自然派ワイン

���

グラスワイン - 赤

ジューシーで重すぎず飲みやすい赤。フランス（ラング
ドック・ルーション）。カリニャン ���%。平均樹齢 ��
年の樹から手詰みしたオーガニックブドウを使用。

グラスワイン - 白

���

フルーティなキリっとめの白。フランス（ラングドック・
ルーション）。ソーヴィニヨン・ブラン主体。平均樹齢
�� 年の樹から獲れたビオロジック栽培ブドウ使用。手
作業にてナイトハーベスト後低温発酵。

ボトルワイン

※詳細はスタッフにお尋ねください。

����~

自然派ワインとは？

農薬を使わずに育てたオーガニックのブドウで作ったワインの

他、酸化防止剤無添加、ノンフィルターの濁りワイン、ビオディ
ナミ農法で育てたものなど、自然に近い形のワインを楽しんで

ハーブティ

ハーブ紅茶

hot/ice【 ミント or ブレンド 】
hot

ハーブ紅茶とブレンドハーブティ

���

���

福岡県の朝倉で農薬・化学肥料を �� 年ほど使用していない畑で
育てた自然栽培のハーブと紅茶をブレンドした、レシピダイニ
ングおすすめの紅茶。同じハーブ園のブレンドのハーブティも
とてもおすすめ。内容はスタッフにお尋ねください。

有機紅茶アイスティー
有機栽培コーヒー

hot/ice

有機豆乳カフェラテ
ルイボスティー

ice

hot/ice

hot/ice

���
���

���

���

頂くことを意図して作られたワインです。お野菜にもとても良
くあいます。

有機農法ビール

���

ハイボール

���

ハートランド

ジンジャーハイボール
ノンアルコールビール

ドリンク飲み放題 -２時間

���
���

���

����

アルコールや、ソフトドリンクを飲み放題にして頂ける

オプションです。３杯以上飲まれる方にはおすすめです。

ワイン農家が子供たちの為に作った

bio ブドウジュース（赤 / 白）

���

ワイン農家さんが、子供たちが安心して飲めるようにと、オー
ガニックで栽培したワイン用の糖度の高いブドウで作った

ジュース。とっても濃いので、氷で薄めながら味わいください。

ビオ・アップルストレートジュース

���

サンザシドリンク ( ソーダ割 / お湯割 / 水割 )

���

ビオ・ブラッドオレンジジュース

スーパーフードのサンザシを使ったドリンクです。

���

※ドリンクメニューは全て税込です。

