chef recommendations

SALADS

シェフのおすすめ

Goat cheese ravioli 		

80

ゴートチーズとしいたけのラビオリ、
マッシュルームのクリームソース

(gf)

Veal Carpaccio 		

85

Pan seared barramundi

Gulai Jawa 			

90

Trio Scallops 			

帆立三種盛り合わせ
(レモンマリネ、パン粉フライ、炙り焼き）

120
120

40

Babaganoush 			

45

ババガヌーシュ 焼き茄子とクミンのディップ、
地中海風

(gf/v)

Guacamole 			

45

ワカモレ ハラペーニョ入りアボカドディップ、
メキシコ風

(gf/v)

tapa

Hummus 				
フンムス

(gf/v)
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オリーブ・タップナードオリーブとアンチョ
ビのペースト、プロヴァンス風

RAW
(gf/v)

45

(gf)

(gf)

40

Reef fish ceviche 		

55

Croutons 			

50

Crispy rare tuna roll

70

白身魚のペルー風マリネ

牛肉のタルタルとパルメザンチーズ
カナッペ

(gf)

マグロのクリスピーロール

Larb Gai 				

45

(gf)

Balinese chicken salad

55

バリニーズチキンサラダ、サンバル添え

(n)

BEEF TOMATO salad		

65

Asian Beef Salad 		

65

ビーフサラダ、ジンジャードレッシング添え

GRILLED グリル
(n)

Sate lilit 			

35

Otak otaK 			

45

Ayam Taliwang 			

55

Pork ribs 			

55

魚介のミンチ串焼き、サンバル添え

(gf)

サバのすり身のバナナリーフ包み焼き
ロンボク風グリルドチキン

(gf/n)

ポークリブの、海鮮醤油ソース

60

牛肉の串焼きグリル

野菜の生春巻き、チリソース添え

lifestyleretreats

35

Grilled beef skewer 		

ローフード

Vegetable Summer Roll

Ceasar 				
ミニシーザーサラダのカナッペ

45

ひよこ豆のディップ、アラビア風

Olive tapenade

35

ビーフトマトサラダ、ルッコラ、チーズ、
バルサミコソース添え

Tomato salsa 			

トマトサルサ－トマト、エシャロット、
レモンジュース、コリアンダーとオリーブオイル

(gf/v)

Panzanella 			

チェリートマトとバジルのパンサラダ

DIPS ディップ
(gf/v)

30

タイ風チキンサラダ

グライ・ジャワ－仔羊のジャワ風カリー煮込み

(gf)

(v)
(v)

バラムンディ（スズキ）のパルメザンリゾット
リンゴのコールスロー添え

(gf)

Gado-gado 			

温野菜のピーナッツソース風味サラダ

チキンパテのカルパッチョロール、
ロケットサラダ、トリュフオイル添え

(gf)

(n/v)

サラダ

(gf)

Prawns 				
車海老のマリネ―ドグリル

70

Steamed 蒸しもの

Curries カレー
(gf/v)

Kare Tempe 			
テンペ（大豆）のカレー

Thai green chicken curry

40
55

(gf/v)

豆腐とチキンの蒸しもの、胡麻醤油ソース風味

(gf/v)

Butter chicken 			

55

(n)

鯛のココナッツミルク煮込みカレー

(gf/n)

BEEF Rendang 			
スマトラ風、和牛レッドカレー

70

KEHPAO	

			

又焼包 チキンパオ 中華風チキンまん

インド風カレーとヨーグルトソース

Gulai Ikan 			

Edamame 			
枝豆、のり塩風味

タイ風グリーンチキンカレー

(n)

TOFU AND CHICKEN

(gf)

Ayam Betutu 			

45

(gf)

海老シュウマイ

Chicken wings 			

45

手羽先のフリッター

40

(gf)

Chili salt cuttlefish 		

45

甲イカのチリソルトフライ

50

Potato & ham croquettes

60

Pork belly 			

70

Tempura prawns 		

85

じゃがいもとハムのコロッケ

55

スパイシーチキンのバリ風バナナの葉蒸し

Har gow 				

70

Crispy クリスピー

豚バラ肉のグリル、黒酢キャラメル

60

海老の天ぷら

CHICKEN KATSU

60

チキンカツ、海苔とソース添え

Stir fried 炒めもの
(v)

stir fried POK CHOY 		

25

Tumis Kangkung 		

25

Nasi goreng 			

35

チンゲン菜の炒めもの

(gf/v)

空芯菜のエビペースト炒め

(gf/n)

インドネシア風炒飯

(v)

Kwetiau 				
米粉麺のタイ風焼きそば

(gf)

Black pepper beef 		
牛肉のブラックペッパー炒め

(gf)

Favourites お好みで

Chicken-Grill 			
チキンのグリル、照り焼きソース

(gf/v)

フライドポテト

(gf)

70

Soto Ayam 			

インドネシア風チキンスープ

Mini mac and cheese 		
マカロニとチーズのミニバーガー

(gf)

55
70

French fries 			

CORN & SHRIMP FRITTERS

sweets デザート
30
35

Mini Meatballs 			
ナポリ風ミニミートボール

Special of the day 		
本日のスペシャルメニュー

40

(gf)

Chocolate			

40

Mini tiramisu 			

45

ボンボンアイスクリーム
ミニテラミス

45
55

チキンナゲット

(gf)

Sorbet mango			
各シャーベット		

45

コーンと海老のフリッター、タルタルソースとライム添え

chicken nugget 		

(gf)

(n)

Mini peanut			

(gf)

Chocolate mousse trio
チョコレートムーストリオ

60
65

(n)

45

(2コ)

Quattro Dolci 			

ブラウニー、ロールケーキ、プラリネ、
バターケーキ、4種の盛り合わせ

(gf) この印のメニューはグルテン無使用またはリクエストにてグルテン無使用に変更が可能です。 | (v) この印のメニューはベジタリアンメニューまたはリクエストにてベジタリアン用に変更が可能です
(n) この印のメニューはナッツ類を含みます | (
) この印のメニューはスパイシーです
上記料金には11%の税金と10%のサービス料が加算されます

45

ピーナッツバターパンナコッタ

60

