夏のお弁当・カレー

お持ち帰りご案内

Arkhe kitchen では「おいしく整える」をコンセプトとし、

薬 膳の視 点で作られたお食事、焼き菓子、ドリンクをお届け致します。
メニューは日替わりでご用意しておりますので、お電 話にてご 確 認ください。
品

名

価

豚の薬膳煮込み

【アレルギー：大豆、豚肉、小麦】

Pork stew with chinese medicine

格

1296.-

体の潤いを補う豚肉を、棗、朝鮮人参、枸杞などの漢方食材と優しい甘みのある雪中キャベツと
椎茸の野菜出汁でじっくりと、やわらかく煮込みました。

ひじきと鮭のしんじょ蒸し生姜あんかけ

Japanese hijiki and salmon fish cake with thick starchy sauce

【アレルギー：大豆、卵、小麦、
さけ、やまいも】

水分の代謝を促すひじきと消化の働きをよくする鮭に蓮根を加え、豆腐のしんじょ蒸しにしました。
大豆と昆布の精進出汁で作った生姜が香るあんかけだれと一緒に。

ローストポーク ミントとトマトのソース

【アレルギー：豚肉、乳】

Roasted pork with mint and tomato sauce

柔らかくしっとりと低温で調理しました豚肉は、体を潤し滋養を与えてくれます。体内の余分な
ほてりを冷ましてくれるミントが、甘みのあるトマトのソースに爽やかさを与えます。

豆腐ハンバーグと焼き茄子
ココナッツトマト味噌ソース

【アレルギー：小麦、卵、大豆、豚肉】

提供時間

Tofu hamburger steak and grilled eggplant with coconut, tomato and miso sauce
ヘルシーで消化を助ける豆腐をハンバーグに、
夏の暑気予防のココナッツとトマトと味噌のコクのあるソースを添えました。

11:00 -15:00

太刀魚と夏野菜の紙包み豆鼓蒸し

11:00 -17:00

Arkhe薬膳カレー

【アレルギー：小麦、大豆 、ナンプラー
（えび、かに、さけ、さばと共通設備を
使用しております。
）
】
旬の太刀魚と夏野菜を大豆と昆布の精進出汁と爽やかな山椒オイル、

Steamed scabbard fish and summer vegetable

消化を促進する豆鼓を合わせ、包み蒸しにしました。

Arkhe herbal medicine curry

【アレルギー：ナンプラー
（えび、かに、さけ、さばと共通設備を使用しております。
）
】

スパイスと辛さのバランスの良い、深みのある味わいのチキンカレー。
漢方食材が入ったインド式ラー油を合わせて。Arkhe の定番メニューです。

Arkhe薬膳ベジカレー

Arkhe herbal medicine vegetable curry
ベジタリアンの方にも優しい豆のカレー。様々なスパイスに季節の野菜と漢方食材が入った
インド式ラー油を合わせて。Arkhe の定番メニューです。

お持ち帰りメニューはお電 話からのご注文 承ります。
お弁当 10 個以 上の場合は事前にご連絡お願い致します。
宅配ご希望の場合は U berEats からご注文 承ります。
U berEats では、お値段変わりますのでアプリにてご確 認ください。

【宅配営業時間】

11 : 00~15 : 00
※カレーのみ

11 : 00~17 : 00

＊お食事のお米は国産米を使 用しています。＊容器は電子レンジ対応です。

【受付電話番号】03 - 6457 - 0827

Arkhe kitchen 専用ページ

981.-

Daily lunch 日替わり弁当・カレー

TAKE OUT, DELIVERY MENU お持ち帰り・宅配メニュー

1-4-6 in CASICA, Shinkiba, Koto-Ku,Tokyo,136-0082,
yo,136-0082, Japan
E-mail: info@arkhe.jp Website:https://arkhe.jp/
s://arkhe.jp/

甘味
甜品

Dessert

品

名

価

枸杞と杏のきなこヌガーサンド

【アレルギー：小麦、乳、卵、
大豆、カシューナッツ】

Goji berry and apricot KINAKO nouga cookie

格

540.-

枸杞や杏のドライフルーツと、胡桃などのナッツをきなこ味のヌガーにし、
オートミールクッキーで包み焼き上げました。

ココナッツバナナのパウンドケーキ

【アレルギー：小麦、卵、乳、アーモンド】

Coconut banana pound cake

Dessert甘味

TAKE OUT MENU お持ち帰りメニュー

1-4-6 in CASICA, Shinkiba, Koto-Ku,Tokyo,136-0082,
yo,136-0082, Japan
E-mail: info@arkhe.jp Website:https://arkhe.jp/
s://arkhe.jp/

南国の香り漂うココナッツとバナナの甘さがほどよいパウンドケーキです。

薬酒レーズンとデーツのマフィン

【アレルギー：小麦、卵、乳、アーモンド】

Muffin with herbal liqueur raisins and dates

クリームチーズとスパイス薬酒にデーツとレーズンを漬け込んだ大人のマフィンです。

/

【アレルギー：小麦、卵、乳】

Muffin with poppy sead and homemade japanese plum jam
消化機能を促す梅の自家製ジャムとプチプチとした食感が楽しい芥子の実のマフィンです。

お茶

飲料

薄荷と陳皮の文山包種茶

Wenshan bao tea of mint and chenpi

648.-

温・冷

薄荷やレモンバーベナの爽やかさに、陳皮やエルダーフラワーの香りと棗の甘みを加えた、
心を落ち着かせたいときのお茶。

Tea

Drink

饮料

ホーリーバジルと棗の三年番茶
Bancha of holy basil and jujube

温・冷

Drink飲料

芥子の実と自家製梅ジャムのマフィン

【アレルギー：はとむぎ】

インドでは霊薬と言われるホーリーバジルに、棗やジンジャーが効いたお茶。
カフェインレスなのでカフェインを気にされる方にもおすすめ。

かきどおしと秋ウコンの杜仲茶

温・冷

Du zhong tea with glechoma hederacea and autumn turmeric

かきどおし、どくだみ、ウコンなどが、体の巡りを感じさせ、
杜仲茶がさっぱり飲みやすい飲み口にしています。

柿の葉とローズのグリーンルイボス茶
Green rooibos tea with persimmon leaves and rose

温

【アレルギー：はとむぎ】

ビタミン C やポリフェノールなどが多いハーブを集めたお茶。
ローズの多幸感のある味わいが優しく香ります。

生姜と桂皮の焙じ茶

温・冷

Roasted green tea with ginger and cinnamon

ほうじ茶をベースに、ほっとする味わいの朝鮮人参と生姜を合わせ、シナモンが香るお茶。

和漢チャイ 温・冷

【アレルギー：乳】

Japanese medical herb Chai

大船にある漢方薬局・杉本薬局ブレンドの和漢チャイ。ルイボスティーに棗、朝鮮人参、丁字、
桂皮などをブレンドしました。

コーヒー

コーヒー
Coffee

SET

静岡市を拠点として、コーヒー豆のロースティング / 販売をしている IFNi ROASTING&Co. の
コーヒー豆を使用しています。

Coffee

Homemade spice latte

温・冷

【アレルギー：乳】

提供時間

Cold brew coffee

８時間かけてじっくりと抽出されたコーヒーはカカオのような濃厚な香りとコクが引き出されます。

Juice

Homemade ginger ale

SET

SET

自家製の生姜シロップを使ったジンジャーエール。キリリとした辛口のジンジャーエールに仕上げました。

Apple juice

お子様にも人気の100 %りんごジュースです。

314.-

509.-

冷

りんごジュース

364.-

509.-

温

じっくり漬け込んだ自家製ホットジンジャーです。

自家製ジンジャーエール

SET

【アレルギー：りんご】

314.-

411 .-

SET

216.-

価格は税込み価格です︒

ジュース

11:00 -18:00 [ L .O. 17:30 ]

お茶以外のドリンクは
お食事とご一緒に
ご注文されますと
200 円引きにて追加
できます。

Homemade hot ginger tea

413.-

559.-

冷

自家製ホットジンジャー

256.-

608.-

SET

数種類のスパイスとコーヒーを一緒に抽出し、
蜂蜜とターメリックを加えた生クリームをうかべたオリジナルドリンクです。

水出しコーヒー

453.-

451 .-

温

ゴールデンスパイスラテ

648.-

SET

