
WINTER

HOUSE-MADE

＊当店の価格は全て税込価格です。 ＊食物アレルギーをお持ちのお客様はスタッフにお申し付けください。 ＊仕入れ状況により食材を変更する場合がございます。

VV vegan V vegetarian GF gluten-free♡ fan favorite
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チョコレートブラウニー

���(VV,GF)

w/ 自家製アイスクリーム

安納芋のメープルやきいも

���(VV,GF)

w/ House-made アイスクリーム

バナナスパイスケーキ

���(VV,GF)

w/ 自家製ココナッツキャラメル
　 アイスクリーム + そばの実

ココナッツケーキ
���(VV,GF)

チョコレートグラノーラパフェ
���(VV,GF)

my bowl 定番スウィーツ h

ディグすると現れる自家製アイスクリームと
ヨーグルト + しっとりブラウニーと有機チョ
コレートグラノーラのザクザク食感が楽しい、
キッズにも人気のパフェ。

温かいチョコレートソースをかけて。

中からとり〜りチョコレート。

* お時間 20 分ほど頂戴いたします。

* お時間 15 分ほど頂戴いたします。

・ミルクキャンデー
・ラズベリーチーズケーキ (vegan)
・バナナソイヨーグルト(vegan)
・トリュフ w/エキストラバージン
                     オリーブオイル    +110

2scoop 660
自家製アイスクリーム

���
キャラメルアイスクッキーサンド
(V,GF)

SWEETS

VEGAN

VEGAN
VEGAN

VEGAN

���
オニオングラタンスープ

(VV,GF)��� (VV,GF)��� (VV,GF)���
バターナッツかぼちゃスープ

���
���

自家製低温料理
ローストビーフ

自家製フムス +
カリフラワーのグリル
w/ バゲット

SOUP

SIDE

(VV) ���
VEGAN マカロニチーズ

���
VEGAN ラザニア
(VV)

VEGAN CHEESE Party?

VEGAN 
トマトスープ

(VV)

(GF)

マッシュルームスープ
VEGAN VEGAN 

INDY キチュリブッダボウル
w/ 有機ソイトマトスープ
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w/ ホットキヌア ����
w/ PERI PERI チキン ����

����� 

TOAST

�����

VEGAN チーズプレート
w/ ラザニア + マカロニチーズ
(��

w/ 有機納豆 �������

十割そば + ケール + 味噌 TOFU
（�� �����

VEGAN DELI DELIMEAT+FISH

w/ ポーチドエッグ �������� 

w/ ポーチドエッグ �������� 

w/ キムチ 鶴橋パクちゃん ����

グリルメープルサーモンライス
�����

���� 

ハニーレモンチキンパエリヤ

�����
w/ SOY ヨーグルトソース

w/ 炙りチーズ ����
w/ ポーチドエッグ �������� 

���

自家製
低温調理ローストビーフ DON
�����

w/ VEGAN ラザニア ����

���AVO トースト �����

w/ ポーチドエッグ �������� 
����� 

サーモントースト
w/ 自家製バジルソース �����

w/ ケールサラダ ����

�����
PERI PERI チキンプレート

w/ ポーチドエッグ ����
w/ ライス大盛り

一晩、自家製スパイスに漬け込んだ

����

w/ ライス大盛り ����

���� 
w/ オニオングラタンスープ ����

����� w/ キムチ 鶴橋パクちゃん ��������� 

w/ アボカド ��������� 

w/ ポーチドエッグ �������� 

（����  �����
w/ アボカド ��������� 

有機バジルカリフラワーライス
w/ グリル野菜 + 味噌豆腐ステーキ

�����

ケールチキンシーザー
w/ 3 種のチーズ
ブッラータ＋パルメザン + フェタ

w/ アボカド ��������� 
w/ ポーチドエッグ �������� 

味噌 TOFU キヌア
�����

���

w/ アボカド ����
w/ 有機納豆 ����

����� 
���

w/ グリルドサーモン ����

SALAD

自家製
低温調理ローストビーフサラダ

�����

���� 
���� 

�� 

�� 

����� 

w/ ポーチドエッグ ����
w/ ブッラータチーズ ����

アボカドホットキヌア
���������� 

w/ 味噌豆腐ステーキ ��������� 
����� 

w/ ヴィーガンスープ ����

w/ グリルド野菜 ����

warm bowl

���� 

A5 黒毛和牛タコストスターダ
�����
w/ 炙りチーズ ����

���

�� 

w/ パクチー ����
���� w/ ブッラータチーズ ����

w/ アボカド ��������� 

�����(VV,GF)

(VV,GF)

�����

オーガニックグラノーラボウル
w/ SOY ヨーグルト

オーガニックアサイーボウル
w/ ストロベリーバニラグラノーラ

(VV,GF)

CHOOSE HOUSE-MADE GRANOLA

classic STRAWBERRY VANILLA(+250)

MATCHA CACAO CRUMBLE CHOCOLATE

����w/SOY ヨーグルト �����

ENERGY スムージーボウル

(VV,GF)

マンゴー / デーツ / ターメリック /
ジンジャー / パンプキンシード /
classic グラノーラ / 自家製アーモンドミルク

w/CBD オイル ����

GFVEGAN
HOUSE-MADE Organic

HOUSE-MADE

GRANOLA BOWL

�����

“MATCHAMEAL” 
a.k.a 抹茶グラノーラミルク
w/ 自家製アーモンドミルク
(VV,GF)

w/SEASONAL フルーツ
w/SOY ヨーグルト

����
����

フォンダンショコラ
���(V,GF)

����� w/ アーユルヴェーダキチュリ ����
w/ バゲット �������

����� w/ アーユルヴェーダキチュリ ����
w/ バゲット �������

����� w/ アーユルヴェーダキチュリ ����
w/ バゲット �������

w/ バゲット �������

����� 
����� 

w/ アーユルヴェーダキチュリ ����

w/ ヴィーガンスープ ��������� 
����� w/ アーユルヴェーダキチュリ ����

w/ ヴィーガンスープ ��������� 
����� w/ アーユルヴェーダキチュリ ����

add ons

my bowl for the Wm


