
PASTA

RICE

・ポルチーニ茸のリゾット  　    ￥1300
　Porcini Mushroom Risotto

・牛リブロースのステーキライス  ￥1500
　Grilled Beef Ribeye and Rice Plate

HAMBURGER

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

・シャルキュトリー盛り合わせ  ￥1900
　Charcuterie Plate

・パルマ産プロシュート           ￥1100
　Parma Hams

・マントヴァーノ産サラミ        ￥700
　Salami Sausage Mntovano

・鴨胸肉のスモーク                 ￥700
　Marinade Smoked Duck

・鶏もも肉のリエット              ￥700
　Riette of Chicken

・厚切りスモークサーモン        ￥700
　Salmon Mi Cuit (Smoked Salmon)

・ソーセージ盛り合わせ           ￥1200
　Assorted Grilled Sausage

・クリスピー フライドポテト    ￥750
　Crispy French Fries

・フィッシュ＆チップス           ￥1000
　Fish & Chips

・カマンベールチーズフリット  ￥850
　Fish & Chips

・昔ながらのあげパン              ￥700
　Deep Fried Bread

・燻製ミックスナッツ              ￥600
　Smoked Mixed Nuts

・チョコレート盛り合わせ        ￥700
　Assorted Chocolates

・ワカモレ トルティーヤチップス    ￥700
　Guacamole (Avocado) Tortilla

・ドライフルーツ                    ￥600
　Assorted Dried Fruits

SALAD
・クラシック シーザーサラダ    ￥1000
　Classic Caesar Salad

・グリーンハーブと
　パルミジャーノの サラダ      ￥1000
　Green Herbs and Parmesan Cheese Salad

・ポテトサラダ                       ￥600
　Potato Salad

MAIN
・国産牛フィレのタリアータ      ￥1800
　Rare Grilled Japanese Beef Tenderloin

・大山鶏のグリル                     ￥1500
　DAISEN Chicken Grill

・熟成ラム肉のグリル               ￥1500
   Grilled Aged Lamb

A�ETIZER/SIDE DISHES
・シラスのペペロンチーノ         ￥1100
　Whitebait Peperoncino

・タリアテッレ カルボナーラ     ￥1200
　Tagliatelle Carbonara

・サルシッチャのトマトソースパスタ    ￥1100
　Tomato Sauce Spaghetti with Minced meat

DE�ERT
・濃厚ガトーショコラ　　　          ￥900
　Chocolate Cake

・特製チーズケーキ 　　　　         ￥900
　Special Cheese Cake

・アイスクリーム                         ￥600
　( バニラ or 塩キャラメル )
　Ice Cream(Vanilla or Salt Caramel)

FOOD
MENU

表示価格に消費税は含まれておりません。
また、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。
Please let us know if you have any food allergies 

or dietary restrictions and we will try to acommodate. 
[w/o tax]

Wi-Fi Password：epluscafe

営業時間  11:30 - 22:00
ラスト・オーダー

フード／カフェ　21:00
ドリンク　　　　21:30



B�R
・キリン一番搾り                ￥730
　KIRIN ICHIBAN-SHIBORI

・キリン零一 (ノンアルコール )        ￥700
　KIRIN ZERO-ICHI(non-alcohol)
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WINE
・グラス ワイン　赤／白              ￥700
　Glass Wine RED/WHTE

・ボトル ワイン　赤／白             ￥3600
　Bottle Wine RED/WHTE

・グラス スパークリングワイン      ￥900
　Glass Sparkling Wine

・ボトル スパークリングワイン     ￥4500
　Glass Wine RED/WHTE

COCKTAIL
・ジントニック                     ￥800
　Gin tonic

・モスコミュール                  ￥800
　Moscow Mule

・スプモーニ                              ￥850
　Spumoni

・カシスオレンジ                         ￥850
　Cassis Orange

・ファジーネーブル                      ￥850
　Fuzzy navel

・マリブパイン                           ￥950
　Malibu Pain

・キティ                                        ￥800
　Kitty

・キールロワイヤル                      ￥900
　Kir royal

CAFE
・コーヒー (HOT/ICED)   ￥600
　Coffee

・カフェオレ (HOT/ICED)  ￥650
　Cafe au Lait

・紅茶 (HOT/ICED)         ￥650
　Black Tea

・ルイボスティー (HOT)    ￥650
　Rooibos Tea

・フレーバーティー (HOT)  ￥700
　Flavored Tea

・ハーブティー (HOT)      ￥700
　Herbal Tea

WHISKEY
・ジョニー・ウォーカー ブラック    ￥800
　JOHNNIE WALKER Black

・I.W. ハーパー ゴールドメダル      ￥800
　I.W. HARPER Goldmedal

・ジェイムソン                                   ￥800
　JAMESON

・イチローズモルト＆グレーン      ￥1050
　ICHIROS MALT MALT&GRAIN

・ラフロイグ 10 年                    ￥1100
　LAPHROAIG 10years

BEVERAGES
・烏龍茶                            ￥550
　Oolong Tea

・オレンジジュース          ￥600
　Orange

・グレープフルーツジュース   ￥600
　Grapefruit

・アップルジュース          ￥600　
　Apple

・パイナップルジュース   ￥600
　Pineapple

・クランベリージュース   ￥600
　Cranberry

・コーラ                       ￥600
　Coke

・ジンジャエール         ￥600
　Ginger Ale

・アップルタイザー      ￥650
　Apple tiser

・レッド・ブル             ￥700
　Red Bull

MENU
営業時間  11:30 - 22:00

ラスト・オーダー
フード／カフェ　21:00
ドリンク　　　　21:30

表示価格に消費税は含まれておりません。
また、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。
Please let us know if you have any food allergies or dietary restrictions and we will try to acommodate. 
[w/o tax]

最新情報を随時更新中！

livingroomcafeanddining
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Wi-Fi Password：epluscafe

Fo�ow me !


