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 .-

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。

Arkhe グラノーラ
Arkhe granola

【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。

枸杞と杏のきなこヌガーサンド
Goji berry and apricot KINAKO nouga cookie

【アレルギー：小麦、乳、卵、
大豆、カシューナッツ】

550 .-

提供時間

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。

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

550 .-

胡桃とオレンジピールのパウンドケーキ
Walnut & orange peel pound cake
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：くるみ、小麦、
卵、乳】

550 .-

シナモンが香る生地に胡桃とオレンジピールをたっぷり入れたパウンドケーキです。

キャラメルバナナパウンドケーキ

【アレルギー：小麦、卵、乳 】

Caramel banana pound cake

バナナの甘さとキャラメルの香ばしさが美味しい定番のパウンドケーキです。

550 .-

価格は税込み価格です︒

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

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。

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。

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 薬膳ベジカレー
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】
【アレルギー：乳、ゼラチン】

720.-

【アレルギー：乳、ゼラチン、大豆】

720.-

桂花杏仁
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。

枸杞と杏のきなこヌガーサンド
Goji berry and apricot KINAKO nouga cookie

【アレルギー：小麦、乳、卵、
大豆、カシューナッツ】

550 .-

提供時間

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。

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

胡桃とオレンジピールのパウンドケーキ
Walnut & orange peel pound cake
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：くるみ、小麦、
卵、乳】

550 .-

シナモンが香る生地に胡桃とオレンジピールをたっぷり入れたパウンドケーキです。

キャラメルバナナパウンドケーキ

【アレルギー：小麦・卵・乳】

Caramel banana pound cake

バナナの甘さとキャラメルの香ばしさが美味しい定番のパウンドケーキです。

550.-

価格は税込み価格です︒

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

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。

550.-

お茶

飲料

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

品

薄荷と陳皮の文山包種茶

名

価

格

660 .-

温・冷

Wenshan bao tea of mint and chenpi

ホーリーバジルと棗の三年番茶

【アレルギー：はとむぎ】

温・冷

Bancha of holy basil and jujube

Drink飲料

Drink

饮料

Tea

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。

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

柿の葉とローズのグリーンルイボス茶

温

お茶は急須でご提供いたします︒
差し湯でお代わりできますので︑
お申し付けください︒

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。
【アレルギー：はとむぎ】

Green rooibos tea with persimmon leaves and rose

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

【アレルギー：乳】

温・冷
Japanese medical herb Chai

コーヒー

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

温

Coffee

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

ゴールデンスパイスラテ

【アレルギー：乳】

温・冷

Homemade spice latte

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
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。

ジュース

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。

460 .SET

260 .-

620 .SET

420 .-

Juice

SET

お子様にも人気の100％りんごジュースです。

320 .320 .-

【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。

【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。

220 .-

720 .価格は税込み価格です︒

无酒精啤酒

Non-alcoholic
beer

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

ノンアルコール
ビール

提供時間

Apple juice

エルティンガー アルコールフリー

370.-

420 .-

りんごジュース

Moretti Zero

SET

SET

じっくり漬け込んだ自家製ホットジンジャーです。

モレッティ ゼロ ノンアルコールビール

SET

520 .-

温

Homemade hot ginger tea

Erdinger Weissbier Non-Alcoholic Beer

460 .-

520 .-

冷

Homemade ginger ale

自家製ホットジンジャー

SET

570 .-

冷

自家製ジンジャーエール

660 .-

/ Non-alcoholic beerノンアルコールビール

温・冷
Du zhong tea with glechoma hederacea and autumn turmeric

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

����

Craft beer

�
�
�
�

啤
酒

�������������

������������

Hitachino nest beer white ale

720 .SET

520 .-
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Craft beer
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Brooklyn lager
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11:00 -18:00 [ L .O. 17:30 ]

After dark
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Far yeast tokyo IPA
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