
・パンチェッタのアマトリチャーナ  ￥1300
　Tomato Sauce Spaghetti with Pancetta

LUNCHMENU

☞ CHOICE!
【サラダ】 or 【スープ】or【バゲット】
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LUNCHMENU
11:00 ～ 15:00
料理写真をwebで CHECK!

PASTA
・シラスのペペロンチーノ            ￥1200
　Whitebait Peperoncino

・タリアテッレ カルボナーラ      ￥1300
　Tagliatelle Carbonara

RICE
・グリルチキンライス                    ￥1300
　Grilled Chicken and Rice with Tomato sauce

・牛リブロースのステーキライス   ￥1600
　Grilled Beef Ribeye and Rice Plate

・キーマカレー                            ￥1400
　Keema Curry

☞ CHOICE more!
【ターメリックライス】 or 【あげパン】
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SAND/HAMBURGER
・B.L.T. サンド                            　 ￥1200
　Grilled B.L.T. Sandwich

・リビングバーガー                        ￥1600
　Hamburgers “Living Room Style”

・チキン ケサディーヤ                   ￥1200
　Chicken Quesadilla

☞ CHOICE!
【サラダ】 or 【スープ】
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☞ CHOICE!
【サラダ】 or 【スープ】
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・濃厚ガトーショコラ       ￥1000
　Chocolate Cake

・アイスクリーム               ￥700
　( バニラ or 塩キャラメル )
　Ice Cream(Vanilla or Salt Caramel)

DESSERT
・特製チーズケーキ 　      ￥1000
　Special Cheese Cake

SET DRINK
- ￥250 -

・オレンジジュース
　orange

・グレープフルーツジュース
　Grapefruit

・アップルジュース 
　Apple

・パイナップルジュース
　Pineapple

・クランベリージュース
　Cranberry

・キウイジュース
　Kiwi

・コーラ
　Coke

・ジンジャエール
　Ginger Ale

・ウーロン茶
　Oolong tea

・コーヒー（HOT/ICED）
　Coffee

・カフェオレ（HOT/ICED）
　Cafe au lait

・紅茶（HOT/ICED）
　Tea

・ルイボスティー
　（HOT/ICED）
　Rooibos tea

- ￥500 -
・キリン一番搾り
　KIRIN ICHIBAN-SHIBORI BEER

・ハイネケン ミディアム
　Heineken Medium

・グラス ワイン（赤 / 白）
　Glass Wine（RED/WHITE）

・グラス スパークリングワイン
　Glass Sparkling Wine

SALAD
・クラシック シーザーサラダ                                   ￥1100
　Classic Caesar Salad

・グリーンハーブとパルミジャーノのサラダ        ￥1100
　Green Herbs and Parmesan Cheese Salad

MAIN
・国産牛フィレのタリアータ                                     ￥2000
　Rare Grilled Japanese Beef Tenderloin

・大山鶏のグリル                                                                              ￥1650
　DAISEN Chicken Grill

・チーズ 3種の盛り合わせ                      ￥1350
　Assorted 3 kinds of Cheeses

・パルマ産プロシュート                           ￥1200
　Parma Hams

・マントヴァーノ産サラミ                       ￥800
　Salami Sausage Mantovano

・鴨胸肉のスモーク                                    ￥800
　Marinade Smoked Duck

・パテ・ド・カンパーニュ                       ￥800
　Pate de Campagne

・パルマ産プロシュートのパテ タラッリ添え  ￥800
　Parma Ham Patties With TARALLI

・塩漬け グリーンオリーブ                   ￥700
　Salted Green Olives

・自家製ピクルス                                    ￥800
　Original Pickles

・ビーフジャーキー                                ￥900
　Beef Jerky

APPETIZER

食物アレルギーをお持ちのお客様は事前にスタッフまでお申し付け下さい。
また表示価格は消費税を含んだ総価格となっております。

Please let us know if you have any food allergies or dietary restrictions and we will try to acommodate. 
[Tax-included price]

生パスタ使用!

・クリスピー フライドポテト                 ￥850
　Crispy French Fries

・フィッシュ＆チップス                           ￥1100
　Fish & Chips

・ドライベジタブルズ
　アンチョビのディップ                      ￥900
　Assorted Dried Fruits

・ミックスナッツ                                        ￥700
　Mixed Nuts

・昔ながらのあげパン                                ￥750
　Deep Fried Bread

・チョコレートの盛り合わせ                   ￥900
　（70%,60%クーベルチュール、
　　自家製ブレンドオランジェット）
　Assorted Chocolates
　（70%,60% Couverture, Original Blended Orangette）

・ハイボール
　Highball

・ジントニック
　Gin Tonic

・モスコミュール
　Moscow Mule

・カシスオレンジ
　Cassis Orange

・キティ
　Kitty

+￥200大盛り！

+￥200大盛り！



お客様へのご案内

『COCOA』インストールQRコード
Android 用 GooglePlay iOS 用 AppStore

LUNCHMENU
・入店時の検温／アルコール消毒
アルコール消毒液を店内数カ所に設置しておりますので是非ご利用下さい。

・マスクの着用、咳エチケットへのご協力
お手洗いに立たれる際など、ご飲食時以外はマスクの着用にご協力をお願い致します。

・料理の個々、取り分けの推奨
トングやカトラリーをご用意させて頂きますので取り分けてお召し上がり下さい。

・グループ利用は最大 4名様まで
5名様以上の場合、お席を分けてのご案内とさせて頂きます。
また、大きな声での会話はお控えください。

・ご利用時間の制限
お席は2時間とさせて頂いております。

当店をご利用の際は、コロナ感染拡大防止の目的として、
ご利用の携帯電話にて、コロナ追跡システム・接触確認アプリ

『COCOA』の登録、活用をお願いしております。

livingroomcafeanddining

L I V I N G R O O M C A F E & D I N I N G
最新情報を
随時更新中！ Wi-Fi Password：epluscafe


