
※表示価格は、すべて税込です　※All prices include taxes.

PESCATARIAN
SEAFOOD PROTEIN
魚介類を使用しています

アース ボウル
EARTH BOWL

1, 180￥
五穀米、 ロメインレタス、 アボカド
トマト、 レッドオニオン、 キャロットラぺ
かぼちゃグリル、 紫キャベツラぺ

ニュートリショナルイーストドレッシング

メキシカン チリ
MEXICAN CHILI

1,340￥
チリコンカン、 五穀米、 ロメインレタス
アボカド、 トマト、 レッドオニオン
パクチー、 ヴィーガンチーズ

ライムオイル

テリヤキつくね
TERIYAKI TSUKUNE

1,400￥
テリヤキつくね、 五穀米
ロメインレタス、 トマト、 レッドオニオン
ひじきマリネ、 ヴィーガンたまご

ヴィーガンマヨネーズソース

豆腐ジェノベーゼ
TOFU GENOVESE

1,200￥
豆腐ステーキ、 五穀米、 ロメインレタス
トマト、 レッドオニオン、 かぼちゃグリル
ひじきマリネ、 キャロットラペ

大葉ジェノベーゼ

コリアン スパイシー チキン
KOREAN SPICY CHICK’N

1,280￥
ヤンニョムチキン、 五穀米
ロメインレタス、 アボカド、 レッドオニオン
キャロットラぺ、 かぼちゃグリル

コチュジャンソース

OTHER BEVERAGES

グリルド チキン
GRILLED CHICKEN

1, 180￥
グリルドチキン、 五穀米
ロメインレタス、 アボカド、 トマト
レッドオニオン、 キャロットラぺ

TOPPINGS

P R E M I U M

赤字はプラントベースのトッピングです

350￥

・ テリヤキつくね  ・ グリーンカレー
・ 豆腐南蛮＆ヴィーガンタルタル
・ アヒポケ  ・ ガーリックシュリンプ

S P E C I A L 300￥

・ 豆腐ステーキ  ・ ビーンパティ  ・ チリコンカン
・ ヤンニョムチキン  ・ クリーミーマッシュルーム
・ ヴィーガンたまご  ・ アボカド  ・ グリルドチキン
・ パクチーミートボール

S TANDARD 1 50￥

・ 五穀米  ・ ロメインレタス  ・ トマト
・ レッドオニオン  ・ パクチー  ・ キャロットラぺ
・ 紫キャベツラぺ  ・ セロリマリネ  ・ ひじきマリネ
・ かぼちゃグリル  ・ ヴィーガンチーズ
・ ニュートリショナルイースト

ヨーグルトソース ＆ ホットソース

アジアン ミートボール
ASIAN MEATBALL

1,320￥
パクチーミートボール、 五穀米
ロメインレタス、 アボカド、 トマト
レッドオニオン、 かぼちゃグリル、 パクチー

ナンプラードレッシング

COLD PRESSED JUICE
熱も水も加えず、野菜と果実だけで絞り出した栄養と酵素たっぷりのジュースです

ハワイアン ポケ
HAWAIIAN POKE

1,380￥

アップル＆ケール
APPLE & KALE SHORT

TALL

700￥

850￥

グレープフルーツ＆キューカンバー
GRAPEFRUIT & CUCUMBER SHORT

TALL

570￥

720￥

パイナップル＆トマト
PINEAPPLE & TOMATO SHORT

TALL

570￥

720￥

オレンジ＆キャロット
SHORT

TALL

630￥

780￥

ORANGE & CARROT

アヒポケ、 五穀米、 ロメインレタス
アボカド、 トマト、 レッドオニオン
セロリマリネ、 ひじきマリネ

ソイタヒニドレッシング

ガーリック シュリンプ
GARLIC SHRIMP

1,360￥
ガーリックシュリンプ、 五穀米
ロメインレタス、 アボカド、 トマト
レッドオニオン、 紫キャベツラぺ

オニオンレモンソース

エスニック カレー
ETHNIC CURRY

1,300￥
グリーンカレー、 五穀米、 ロメインレタス
アボカド、 トマト、 レッドオニオン
キャロットラぺ、 パクチー

カットレモン

カレー パティ
CURRY LENTIL PATTY

1,220￥
カレーレンズパティ、 五穀米
ロメインレタス、 アボカド、 トマト
レッドオニオン、 紫キャベツラぺ

カレーチーズソース

クリーミー マッシュルーム
CREAMY MUSHROOM

1,240￥
クリーミーマッシュルーム、 五穀米
ロメインレタス、 トマト、 レッドオニオン
かぼちゃグリル、 キャロットラペ

ウスタークリームソース

豆腐南蛮
TOFU NANBAN

1,260￥
豆腐南蛮、 五穀米、 ロメインレタス
トマト、 レッドオニオン、 セロリマリネ
ひじきマリネ、 ヴィーガンタルタルソース

南蛮ドレッシング

ORGANIC COFFEE & TEA

コーヒー
COFFEE [ Hot or Iced ] SHORT

TALL

420￥

460￥

ソイオレ
SOY AU LAIT [ Hot or Iced ] SHORT

TALL

480￥

520￥

マテ茶
MATE TEA [ Iced ] SHORT

TALL

380￥

420￥

紅茶 ※Hot はTallサイズのみ
EARL GREY TEA [ Hot or Iced ] SHORT

TALL

380￥

420￥

ORGANIC LEMONADE [ Iced ]

オーガニックレモネード

SHORT

TALL

420￥

460￥

MINERAL WATER
ミネラルウォーター

190￥ SPARKLING WATER
スパークリングウォーター

290￥ ACAI
アサイードリンク

290￥

OMNIVORE
MEAT PROTEIN
チキンを使用しています

V EGAN
PLANT - BASED PROTEIN
動物性食材を一切使用していません


