
+￥200大盛り！

+￥200大盛り！

You can choose Turmeric rice or 
Deep fried bread with service set.

☞ CHOICE more!
【ターメリックライス】 or 【あげパン】

生パスタ

使用 !

☞ CHOICE!【サラダ】 or 【スープ】or【バゲット】

☞ CHOICE!【サラダ】 or 【スープ】
You can choose small salad or soup with service set.

You can choose small salad or soup with service set.

You can choose small salad or soup  or baguette with service set.

☞ CHOICE! 【サラダ】 or 【スープ】

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

￥1,400( 税込 )

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

￥1,800( 税込 )

・今週のパスタ
This Week’s Special Pasta

￥1,300( 税込 )

・シラスのペペロンチーノ
Whitebait Peperoncino

￥1,300( 税込 )

・タリアテッレ カルボナーラ
Tagliatelle Carbonara

￥1,400( 税込 )

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

￥1,400( 税込 )

・濃厚ガトーショコラ
Chocolate Cake

￥1,078( 税込 ) ・アイスクリーム
  ( バニラ or 塩キャラメル )
Ice Cream(Vanilla or Salt Caramel)

￥770( 税込 )

・特製チーズケーキ
Special Cheese Cake

・オレンジジュース Orange

・グレープフルーツジュース Grapefruit

・コーラ Coke

・烏龍茶 Oolong Tea

・コーヒー (HOT/ICED) Coffee

・カフェオレ (HOT/ICED) Cafe au lait

・キリン一番搾り KIRIN ICHIBAN-SHIBORI BEER

・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

・ハイボール Highball

・ジントニック Gin Tonic

・モスコミュール Moscow Mule

・紅茶 (HOT/ICED) Tea

・ルイボスティー (HOT/ICED) Rooibos tea

￥1,078( 税込 )

・キーマカレー
Keema Curry

￥1,400( 税込 )

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

￥1,760( 税込 ) ・チキン ケサディーヤ
Chicken Quesadilla

税込￥1,300

・B.L.T. サンド
Grilled B.L.T.Sandwich

￥1,300( 税込 )

・大山鶏のグリル
DAISEN Chicken Grill

￥1,650( 税込 )・国産牛フィレのタリアータ
Classic Caesar Salad

￥2,640( 税込 )

￥1,540( 税込 )☞ハーフサイズ Half size

・フレンチフライ
French Fries

￥935( 税込 )

・フィッシュ&チップス
Fish & Chips

￥1,210( 税込 )

・あげパン
Deep Fried Bread

￥770( 税込 ) ・自家製ピクルス
Homemade Pickles

￥638( 税込 )

・チョコレート盛り合わせ
    (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)

￥968( 税込 )

・クラシックシーザーサラダ
Classic Caesar Salad

￥1,100( 税込 )

￥770( 税込 )☞ハーフサイズ Half size

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

￥1,100( 税込 )

￥770( 税込 )☞ハーフサイズ Half size

￥500( 税込 )￥250( 税込 )

その他ドリンクは裏表紙をご覧ください

SALAD

Appetizer

MAIN

PASTA

DESSERT

SAND/HAMBURGER

RICE

SET DRINK

11:00 ～ 15:00
料理写真をwebで CHECK!
11:00 ～ 15:00
料理写真をwebで CHECK!



MENU
Weekday

Lunch Menu
eplus LIVING ROOM CAFE & DINING

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.

スタッフ一同、感染拡大防止に努めております。
アルコール消毒 マスクの着用 店内換気こまめな手洗い

Wi-Fi Password：epluscafeInstagram ＠livingroomcafeanddining

@epluscafeTwitter

HP https://livingroomcafe.jp/

DRINK

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

￥880( 税込 )

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

￥880( 税込 )

・ジェムソン
JAMESON

￥880( 税込 )

・ジャックダニエル
JACK DANIEL’ S

￥880( 税込 )

Coffee

TEA

・コーヒー (HOT/ICED)
Coffee

￥715( 税込 )

・紅茶 (HOT/ICED)
Black Tea

￥715( 税込 )

・ルイボスティー (HOT/ICED)
Rooibos Tea

￥715( 税込 )

・季節のフルーツティー
Flavored Tea

￥770( 税込 )

・ハーブティー
    ( カモミールミント / ローズヒップピーチ )
Herbal Tea
(Chamomile Mint/Rosehip Peach)

￥770( 税込 )

・カフェオレ (HOT/ICED)
Cafe au Lait

￥770( 税込 )

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

￥825～( 税込 )

・グラス スパークリングワイン
Glass Sparkling Wine

￥1,100( 税込 )

COCKTAIL
・ジントニック
Gin tonic

￥880( 税込 )

・モスコミュール
Moscow Mule

￥880( 税込 )

・スプモーニ
Spumoni

￥880( 税込 )

・カシスオレンジ
Cassis Orange

￥935( 税込 )

・ハイネケン
Heineken

・・・ラージ ￥1,045( 税込 )Large

・・・パイント ￥1,155( 税込 )Pint

・・・ミディアム ￥935( 税込 )Medium

・キリン零一 (ノンアルコール )
KIRIN ZERO-ICHI(non-alcohol)

￥770( 税込 )

SOFT DRINK
・烏龍茶
Oolong Tea

￥660( 税込 )

・オレンジジュース
Orange Juice

￥715( 税込 )

・グレープフルーツジュース
Grapefruit Juice

￥715( 税込 )

・パイナップルジュース
Pineapple Juice

￥715( 税込 )

・クランベリージュース
Cranberry Juice

￥770( 税込 )

・キウイジュース
Kiwi Juice

￥770( 税込 )

・コーラ
Coke

￥660( 税込 )

・ジンジャーエール
Ginger Ale

￥660( 税込 )

・アップルタイザー
Apple tiser

￥825( 税込 )

・レッド・ブル
Red Bull

￥825( 税込 )

・サンペレグリノ
S.PELLEGRINO

￥880( 税込 )

・アクアパンナ
ACQUA PANNA

￥880( 税込 )

・アップルジュース
Apple Juice

￥715( 税込 )


