品

名

価

干し鱈とじゃがいものグラタン

【アレルギー：乳、小麦、さば】

豚の薬膳煮込み

【アレルギー：大豆、豚肉、小麦】

Pork stew with chinese medicine
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。

Summer set meal . Curry

夏季套餐 咖. 喱

４種の豆のペルシャ風煮込み
Persian-style four bean stew

余分な熱を取り除き、潤いを与える緑豆やいんげん豆など４種の豆を、
消化を助ける様々なスパイスと雪中キャベツと椎茸の野菜出汁でことこと煮込みました。

ひじきと鮭のしんじょ蒸し 【アレルギー：大豆、卵、小麦、さけ、やまいも】
生姜あんかけ
Japanese hijiki and salmon fish cake with thick starchy sauce
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
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。

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。
レルギー：小麦、大豆 、
太刀魚と夏野菜の紙包み豆鼓蒸し【アナンプラー
（えび、かに、

Steamed scabbard fish and summer vegetable

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、
消化を促進する豆鼓を合わせ、包み蒸しにしました。

Arkhe 薬膳カレー

【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。

11:00 -15:00

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。

1,000.価格は税込み価格です︒

提供時間

＊国産米を使用しています。

さけ、さばと共通設備を
使用しております。
）
】

＊雑穀ごはんは大盛り・おかわり自由です︒

薄荷と陳皮の文山包種茶
ホーリーバジルと棗の三年番茶

かきどおしと秋ウコンの杜仲茶
柿の葉とローズのグリーンルイボス茶
生姜と桂皮の焙じ茶

豆腐ハンバーグと焼き茄子 【アレルギー：小麦、卵、大豆、豚肉】
ココナッツトマト味噌ソース

Arkhe herbal medicine curry
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。

【アレルギー：豚肉、乳】

＊汁椀の内容はスタッフにお尋ねください︒

お茶を湯呑みで
+110 円にて追加
できます。
以下 2 種より
お選びください。

【アレルギー：乳】

Summer set meal . Curry夏の定食・カレー

じっくりと干すことで甘みを引き出した鱈には「気」の巡りを助ける働きがあります。
鰹と鯖の和風出汁と共に、陳皮やグローブの香りが楽しめるほくほくのじゃがいものグラタン。

1,320.主菜を の付いている中から一品お選びください︒

Dried cod potatoes gratin

格

︵ 雑穀ごはん ／ 本日の汁椀 ／ 副菜二品 ／ ミニグラノーラ 付 ︶

夏の定食・カレー

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

甘味

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

品

名

Arkhe オリジナルグラノーラ

価

5種

＊自家製ヨーグルトもしくは
牛乳をお選び頂けます。

Arkhe original granola

格

550 .-

Arkhe グラノーラ
Arkhe granola

Dessert甘味

PLAIN

Dessert

甜品

プレーン、ジンジャー、チョコレートの３種類のベースに体に良い様々な乾物をミックスしたグラノーラです。

【アレルギー：小麦、くるみ、オーツ麦】

ミックスベリーグラノーラ
Mixed berry granola

【アレルギー：小麦、オーツ麦】

トロピカルミックスグラノーラ
Tropical mix granola

【アレルギー：小麦、バナナ、オーツ麦】

GINGER

柚子と生姜のグラノーラ
Yuzu and ginger granola

【アレルギー：小麦、大豆、ごま、オーツ麦】

枸杞と陳皮の薬膳グラノーラ
Goji berry and chenpi herb granola

【アレルギー：小麦、大豆、ごま、オーツ麦】

CHOCOLATE

アップルシナモンのチョコレートグラノーラ
Chocolate granola with apple cinnamon

【アレルギー：乳、小麦、りんご、くるみ、オーツ麦】

無花果と苺のチョコレートグラノーラ

Chocolate granola with figs and strawberries 【アレルギー：乳、小麦、アーモンド、オーツ麦】

桂花杏仁

【アレルギー：乳、ゼラチン】

720 .-

【アレルギー：乳、ゼラチン、大豆】

720 .-

Osmanthus tofu

杏仁豆腐に棗や枸杞の実の入った桂花蜜を合わせました。

黒豆と抹茶のムース
Black bean and matcha mousse

甘さを抑えた大人の仕上がりの抹茶ムースです。体に必要な潤いを補う効果のある黒豆を添えて。

豆花

【アレルギー：大豆、ごま、小麦】

Tofu pudding

720 .-

濃厚な無調整豆乳を使ったヘルシースイーツです。
きび砂糖の優しい甘さのシロップと共に体の熱を取り除く緑豆と香ばしい黒ごま団子入りです。

パインとグリーンレーズンの
ココナッツクッキーサンド

【アレルギー：小麦、卵】

550 .-

Pineapple and green raisin coconut cookie
提供時間

カルダモンが香るパイナップル餡にドライパインとグリーンレーズン、ココナッツを加え、
オートミールクッキーで包んで焼き上げました。

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

550 .-

薬酒レーズンとデーツのマフィン 【アレルギー：卵、乳、小麦、アーモンド】
Muffin with herbal liqueur raisins and dates
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。

550 .-

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。

芥子の実と自家製梅ジャムのマフィン 【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。

550 .-

価格は税込み価格です︒

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

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。

品

Arkhe 薬膳カレー

名

価

【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。
）
】

Arkhe herbal medicine curry

格

1,000.-

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

Curryカレー

Curry

カレー 咖喱

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

Arkhe herbal medicine vegetable curry

Arkhe original granola

5種

＊自家製ヨーグルトもしくは
牛乳をお選び頂けます。

550 .-

プレーン、チョコレート、ジンジャーの３種類のベースに体に良い様々な乾物をミックスしたグラノーラです。

Dessert

甜品

Arkhe グラノーラ
Arkhe granola

Dessert甘味

Arkhe オリジナルグラノーラ

/

甘味

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。

【アレルギー：小麦、くるみ、オーツ麦】

無花果と苺のチョコレートグラノーラ
Chocolate granola with figs and strawberries

【アレルギー：乳、小麦、アーモンド、オーツ麦】

枸杞と陳皮の薬膳グラノーラ
Goji berry and chenpi herb granola

【アレルギー：小麦、大豆、ごま、オーツ麦】

ミックスベリーグラノーラ
Mixed berry granola

【アレルギー：小麦、オーツ麦】

アップルシナモンのチョコレートグラノーラ
Chocolate granola with apple cinnamon

【アレルギー：乳、小麦、りんご、くるみ、オーツ麦】

柚子と生姜のグラノーラ
Yuzu and ginger granola

【アレルギー：小麦、大豆、ごま、オーツ麦】

トロピカルミックスグラノーラ
Tropical mix granola

【アレルギー：小麦、バナナ、オーツ麦】

桂花杏仁

【アレルギー：乳、ゼラチン】

720.-

【アレルギー：乳、ゼラチン、大豆】

720.-

Osmanthus tofu
杏仁豆腐に棗や枸杞の実の入った桂花蜜を合わせました。

黒豆と抹茶のムース
Black bean and matcha mousse

甘さを抑えた大人の仕上がりの抹茶ムースです。体に必要な潤いを補う効果のある黒豆を添えて。

豆花

【アレルギー：大豆、ごま、小麦】

Tofu pudding

720.-

濃厚な無調整豆乳を使ったヘルシースイーツです。
きび砂糖の優しい甘さのシロップと共に体の熱を取り除く緑豆と香ばしい黒ごま団子入りです。

パインとグリーンレーズンの
ココナッツクッキーサンド

【アレルギー：小麦、卵】

550 .-

提供時間

Pineapple and green raisin coconut cookie

カルダモンが香るパイナップル餡にドライパインとグリーンレーズン、ココナッツを加え、
オートミールクッキーで包んで焼き上げました。

550.-

【アレルギー：小麦・卵・乳、
アーモンド】

550.-

Coconut banana pound cake

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
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。

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。

芥子の実と自家製梅ジャムのマフィン

【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。

550 .-

価格は税込み価格です︒

15:00 -18:00 [ L .O. 17:30 ]

【アレルギー：小麦、卵、乳、
アーモンド】

ココナッツバナナのパウンドケーキ

モクテル

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

品

名

価

白桃とミントのフローズンモクテル

【アレルギー：桃 】

Frozen mocktail of White peach and Mint

格

720 .-

白桃と爽やかなミントにノンアルコールの白ワインを合わせたフローズンドリンク。
【アレルギー：りんご】

Mocktailモクテル

无酒精鸡尾酒

Mocktail

林檎とピンクグレープフルーツのモクテル
Apple and Pink grapefruit Mocktail

リンゴジャムと生ピンクグレープフルーツにビネガーを合わせたフルーティーな炭酸ドリンク。

梅と桂花のモヒート

/

Plum and Osmanthus Mojito

Moretti Zero

【アレルギー：麦芽】
アルコール：0.05 %

のど越しがよくキレのあるドライな印象が特徴的。
大麦とホップの香りをしっかりと感じることができるラガータイプのイタリア産ノンアルコールビールです。

无酒精啤酒

Non-alcoholic
beer

11:00 -15:00

エルティンガー アルコールフリー
Erdinger Weissbier Non-Alcoholic Beer

【アレルギー：麦芽】
アルコール：0.4 %

世界トップクラスのドイツ小麦ビールメーカー「エルディンガー」のノンアルコールビール。
良質の酵母を使い伝統的な製法で作られたヴァイスビア。

価格は税込み価格です︒

ノンアルコール

ビール

提供時間

モレッティ ゼロ ノンアルコールビール

Non-alcoholic beerノンアルコールビール

自家製の梅ジャムの甘酸っぱさとミントの香りが爽やかな清涼感の高いドリンク。

