Lunch

Chicken Over rice

Quick

チキンオーバーライス

NYの定番屋台メシ。ジャスミン米の上にスパイシーなお肉がたっぶり。
チリソースとヨーグルトソースをお好みで混ぜながらお楽しみください。

chicken 1000

Lamb meat +100
ラム

* チキンは +100円でラムに、 +200円でチキン&ラムに変更が可能です。

Topping: You can add toppings. トッピング追加が可能です。

+100

avocado / meat

+150

アボガド / 肉追加

mix +200

[chicken & lamb meat]
チキン&ラム

fried egg / cheese / salsa / jalapeno / pita bread
目玉焼き / チーズ / サルサ / ハラペーニョ / ピタパン

チキン

Beef pastrami sandwich

.

1000

11 :00 - 15 :00 L.O.14:30

パストラミサンド

自家製パストラミビーフを、天然酵母を使ったもちもちのライ麦パンへ贅沢に挟んだ一品。

Green curry

1000

グリーンカレー

ココナッツミルクをベースにしっかり辛めの味付け。ナス、パプリカ、たけのこなど野菜もたっぷり。

Jerk chicken plate

1000

ジャークチキンプレート

爽やかなハーブと旨辛スパイスで味付けされたチキンをご飯の上に豪快にのせた満足度の高い一品。

Falafel pita sandwich

900

ファラフェルピタサンド

ひよこ豆をスパイスで味付けしサクッと揚げたファラフェルをピタパンに詰め込んだヘルシーサンド。

Grilled mackerel sandwich

900

サバサンド

サバの切り身をこんがりジューシーに焼き、天然酵母パンへ贅沢に挟んだサンドイッチ。

*All prices include tax and service. 価格は全て税込み価格です。

Drinks

SEASONAL DRINK

SIPHON COFFEE

Homemade spice cola

サイフォンコーヒー

.

きび糖をベースにカルダモンなどのスパイスをオリジナルの配合で
仕上げたスパイスコーラ。

Kilbus la sierra Geisha COE#2 Washed / GUATEMALA 850
ウォッシュド / グアテマラ [中浅煎り]

エレガントなアロマ、透明感が素晴らしく白葡萄を想わせる瑞々しい味わい

Shakisso

シャキッソファーム

Washed / ETHIOPIA
ウォッシュド / エチオピア [中浅煎り]

600

レモンティを想わせる爽やかな風味、ジューシーな果実の甘み

Winy Natural / DOMINICA 650
アルフレッド・ディアス農園 ワイニーナチュラル / ドミニカ [中煎り]

赤ワインやブラックベリーを想わせる芳潤な風味、個性的でトロピカルな甘み

イルマス・ペレイラ農園

Natural / BRAZIL
ナチュラル / ブラジル [深煎り]

650

ハイカカオチョコや仄かにベリーを想わせる、豊かな果実感を纏った香ばしい甘み

La maravilla

ラ・マラヴィージャ農園

Washed / HONDURAS

600

ウォッシュド / ホンジュラス [深煎り]

クリーミーで柔らかい質感、ミルクチョコを想わせる優しい甘み

COFFEE

コーヒー

HOT

ICED

Today’s Coffee (Hot / Iced)

350

400

Espresso (Single / Double)

300

-

本日のコーヒー

エスプレッソ

500

シトラスグリーンティー
レモングラス×抹茶

.

暑い日にぴったりのアイスティー。

Northen delights iced tea

ノーザンデライツアイスティー

TEA

450

-

Espresso Tonic (Iced)

-

550

Cafè latte (Hot / Iced)

450

500

カプチーノ

エスプレッソトニック

カフェラテ

.

Green Tea (Hot / Iced) / kosyun, Japan

500

Jasmine Tea (Hot / Iced)

500

Oolong Tea (Hot / Iced) / tohobizin, Taiwan
東方美人 烏龍茶

500

English Tea [Earl Gray / Darjeeling] (Hot / Iced)

500

Refresh Tea (Hot)
リフレッシュティー (レモングラス、レモンピール、ペパーミント)

500

Beautify Tea (Hot)

500

香駿

緑茶

茉莉花茶

ジャスミンティー

紅茶 [アールグレイ / ダージリン]

Wake Up Tea (Hot)
500
ウェイクアップティー (ペパーミント、カモミール、ネトル、レモングラス)
.

SOFT DRINK
レモンスカッシュ

rich chocolate / vanilla / roast hazelnut

.

Ginger ale

リッチチョコレート / バニラ / ローストヘーゼルナッツ

ジンジャエール

700

自社焙煎のスペシャルティコーヒーと濃厚なバニラアイスで
織りなすデザートドリンク。

Cream soda (homemade cola / lemon squash)
クリームソーダ [ 自家製コーラ / レモンスカッシュ ]

UGUISUで人気の炭酸ドリンクに濃厚バニラアイスを。

500

Apple juice

400

400

Orange juice

400

青森リンゴジュース

100％オレンジジュース

Dessert

アイスクリームドリンク

コーヒーフロート [ チョコレート / キャラメル / 抹茶 ]

ソフトドリンク

.

Lemon squash

Syrup : シロップ追加 +100

Coffee float (chocolate / caramel / maccha)

500

お茶

ビューティフィティー (ハイビスカス、ローズヒップ)

Cappuccino (Hot)

ICECREAM DRINK

Citrus green tea

ローズヒップティー×青森カシス
美白効果が期待できるビタミンたっぷりのアイスティー。

Alfredo Diaz

Irmas Pereira

500

自家製スパイスコーラ

一杯ずつ抽出しているためお時間をいただく場合がございます

カリブス・ラ・シエラ農園

季節の限定ドリンク

700

Today’s Baked sweets 本日のマフィン / スコーン ask
Maccha rare cheesecake 抹茶レアチーズケーキ

500

Gateau chocolat 青森りんごのガトーショコラ

500

Apple pie 津軽りんごのアップルパイ

500

