
lunch
menu

lunch 11:00~14:30LO
dinner 18:00~20:30LO
tel 052-715-3650 (予約可）

水曜定休



 lunch set

spice dish drinksweets
＋＋

＝

＝ －¥300A

B ＋ －¥200

＋ ＝C －¥100

合計金額より

合計金額より

合計金額より

lunch special set    ¥2300
（11:00 or 12:30ご予約の方限定)

・mini drink
ミニスパイスサイダー

・appetizer 
野菜の前菜盛り合わせ

・soup
濃いお出汁のお味噌汁       

・dish
spice dishよりお好きなものを選んでください

あいがけとランチプレートは＋¥200   小盛りも可能です！

・sweets
sweetsよりお好きなものを選んでください

・drink
drinkよりお好きなものを選んでください

spice dish

sweets

drink

drink

1



spice dish
お米は愛知県の契約農家産減農薬玄米使用しております

・あいがけcurry

・クミン唐揚げlunch plate 1口curry付

・チキンとほうれん草のlemon curry 

・本日のcurry

・畑のsald dry curry                                
                                         
・季節野菜のvegan curry                          

・甘口のお子さまcurry  

鶏そぼろdry curryがサラダに覆われています！！自家製ドレッシングをかけて

お肉を使用せず、お野菜の旨味を引き出した体に優しいcurry

大人気の唐揚げのプレート。curryを下記より1種お選びくださ
い

お子様が食べやすいように辛さを抑え、挽肉入りで大人も楽しめます！！

バターのコク＋レモンの香るさわやかなcurryです

sweets
・cheese cake                                            

・pudding                                                  

・lemon cake                                             

・ピスタチオとストロベリーのorganic gelato    

創業から人気！！　ボトムがビターな濃厚チーズケーキ

素材にこだわった絶品ジェラート！

レモンの爽やかな味わいとアイシングの甘さがgood!!

香りと風味を生かしたなめらか自家製プリン

味噌スープ付き　（お子様curryは除く）

　大盛

＋¥220

¥1500

¥1500

¥1300

¥1300

¥1300

¥1300

¥600

¥600

¥600

¥600

¥600

定番のcurryの2種盛り　色々楽しみたい方は是非

詳細はスタッフにご確認ください

オスス
メ

オススメ
・数量限

定！！

.



drink
・東白川村の煎茶（温・冷）　　　　　　

・東白川村の和紅茶（温・冷）　　　　　

・オリジナルブレンド珈琲（温・冷）　

・カフェオレ（温・冷）                                    

・spicy chai（ノーマルorペパーミントブレンド）（温・冷）　　　　　　　　　　　　

・ジンジャーエール　　　　　　　　　　

・spice soda                                       

・ラッシー　　　　　　　　　　　　　

・non alcohol beer                             

シナモンやオリジナルスパイスと煮立てたミルクティー　異国情緒漂います

まったりと濃厚だけどあっさりなヨーグルトのドリンク

当店の料理に合わせてブレンドした珈琲です。1杯ずつドリップしてご提供します

自家製シロップを炭酸で。カルダモンスパイスが飲みやすい

自家製ジンジャーシロップを炭酸であっさりと

alcohol

東白川で丁寧に作られた紅茶です

東白川で丁寧に作られた煎茶。香りもお楽しみください
¥600

¥600

¥600

¥600

¥600

¥600

¥600

¥600

¥600
オールフリー

・craftbeer（GARGERY）
　ガージェリー・ウィート（スタンダード）

                                        
　ガージェリー・ブラック

・glass wine  （ボトルは¥2500）
　赤　モンカロマルケサンジョヴェーゼ
　　　                   
　白　モンカロマルケトレビアーノ

・beer （プレミアムモルツ） 

・high ball                                       

プレミアムモルツの瓶ビール

クリスタル麦芽、チョコレート麦芽による深く豊かなロースト香。麦芽と
ホップをたっぷりと使用したことにより、フルボディでフレーバーリッチ
な飲み応え

銘柄は知多　ウィスキーの炭酸割り　お湯、水割りもできます

¥900

¥900

¥700

¥700

¥700

¥700

ヴァイツェン酵母由来のフルーティで独特なフェノール香。ドイツ産ノーザンブ
ルワー種ホップを単独使用し、シンプルでさわやかな苦味

イタリア白ワインの代表品種「トレビアーノ」。花のような香りの柔らかい飲み口のワインです

フレッシュでチャーミングな果実の旨みが素直に広がる

オリジナルブレンドコーヒーにミルクを加えマイルドに



take out menu

大盛不可

take out限定
・冷凍ホールチーズケーキ
人気のチーズケーキを真空・冷凍でご自宅でも、友人の家でも召し上がってい
ただけます。
1個～大口（お中元、お歳暮など）の贈答も承りますので、お気軽にスタッフ
にお申し付けください。（送料別途）

¥3500

soft drink
・東白川村の煎茶（温・冷）　　　　　　

・東白川村の和紅茶（温・冷）　　　　　

・オリジナルブレンド珈琲（温・冷）　　

・cafe au lair （温・冷）                                     

・spicy chai （ノーマルorペーパーミント）（温・冷）　　　　　　　　　　　　

・ジンジャーエール　　　　　　　　　

・spice soda                                      

・ラッシー　　　　　　　　　　　　　
                       

自家製シロップを炭酸で。カルダモンスパイスが飲みやすい爽やかな味です。

シナモンやオリジナルスパイスと煮立てたミルクティー　異国情緒漂います

まったりと濃厚だけどあっさりなヨーグルトのドリンク

当店の料理に合わせてブレンドした珈琲です。1杯ずつドリップしてご提供します

ジンジャーシロップを炭酸であっさりと

東白川で丁寧に作られた紅茶です

東白川で丁寧に作られた煎茶。香りもお楽しみください
¥600

¥600

¥600

¥600

¥600

¥600

¥600

¥600

okazu
・クミン唐揚げ（5個）　　

・ガーリックシュリンプ（5尾）　

・nichibo畑のサラダ

・丸ごとポテトフライ　

殻ごと食べれるシュリンプをあげて、ガーリックオイルと絡めています

癖になるクミンの香り。テーブルにあるオリジナルスパイスをかけても美味
¥800

¥880 

¥600

¥600

大盛
不可

¥1000

¥1000

¥1000

¥500

大盛　¥200spice dish
お米は愛知県の契約農家産減農薬玄米使用しております

・チキンとほうれん草のlemon curry           

・本日のカリー

・畑のsald dry curry                                
                                         
・季節野菜のvegan curry                          

・甘口のお子さまcurry                               

鶏そぼろdry curryがサラダに覆われています！！自家製ドレッシングをかけて

お肉を使用せず、お野菜の旨味を引き出した体に優しいcurry

お子様が食べやすいように辛さを抑え、挽肉入りで大人も楽
しめます！！

バターのコク＋レモンの香るさわやかなcurryです

　大盛

＋¥220
¥1100

¥1100

¥1100

¥1100

¥600

sweets
・cheese cake                                                                                             

・lemon cake                                             
    

創業から人気！！　ボトムがビターな濃厚チーズケーキ

レモンの爽やかな味わいとアイシングの甘さがgood!!

¥600

¥600

オリジナルのドレッシングをかけて！2～3人前です

皮ごと揚げたじゃがいもにタルタルソースとスパイス

オリジナルブレンドコーヒーにミルクを加えマイルドに

スタッフに確認ください



dinner
menu

lunch 11:00~14:30LO
dinner 18:00~20:30LO
tel 052-715-3650 (予約可）

水曜定休



soft drink
・東白川村の煎茶（温・冷）　　　　　　

・東白川村の和紅茶（温・冷）　　　　　

・オリジナルブレンド珈琲（温・冷）　　

・カフェオレ（温・冷）                                     

・spicy chai （ノーマルorペパーミントブレンド）(温・冷）　　　　　　　　　　　　

・ジンジャーエール　　　　　　　　　

・spice soda                                      

・ラッシー　　　　　　　　　　　　　

・non alcohol beer                             

まったりと濃厚だけどあっさりなヨーグルトのドリンク

当店の料理に合わせてブレンドした珈琲です。1杯ずつドリップしてご提供します

自家製ジンジャーシロップを炭酸であっさりと

東白川で丁寧に作られた紅茶です

東白川で丁寧に作られた煎茶。香りもお楽しみください
¥600

¥600

¥600

¥600

¥600

¥600

¥600

¥600

¥600

シナモンやオリジナルスパイスと煮立てたミルクティー　異国情緒漂います

自家製シロップを炭酸で。カルダモンスパイスが飲みやすい爽やかな味です。

オールフリー

alcohol
・craftbeer（GARGERY）
　ガージェリー・ウィート（スタンダード）

                                        
　ガージェリー・ブラック

・glass wine  （ボトルは¥2500）
　赤　モンカロマルケサンジョヴェーゼ
　　　                   
　白　モンカロマルケトレビアーノ

・beer （プレミアムモルツ） 

・high ball                                       

プレミアムモルツの瓶ビール

クリスタル麦芽、チョコレート麦芽による深く豊かなロースト香。麦芽と
ホップをたっぷりと使用したことにより、フルボディでフレーバーリッチ
な飲み応え

銘柄は知多　ウィスキーの炭酸割り　お湯、水割りもできます

¥900

¥900

¥700

¥700

¥700

¥700

ヴァイツェン酵母由来のフルーティで独特なフェノール香。ドイツ産ノーザンブ
ルワー種ホップを単独使用し、シンプルでさわやかな苦味

イタリア白ワインの代表品種「トレビアーノ」。花のような香りの柔らかい飲み口のワインです

フレッシュでチャーミングな果実の旨みが素直に広がる

オリジナルブレンドコーヒーにミルクを加えマイルドに



appetizer/salad/vegetable
・おかわりマリネ

・クミンとキャベツ                                        

・季節野菜のスパイスピクルス

・つけもの

・マリネ　ピクルス　つけもの3種盛り　　

・スパイス味玉　　　　　　　

・スパイシーミックスナッツ

・丸ごとポテトフライ　

・nichibo畑のサラダ    

・長芋の素揚げ　　　　　　

・季節野菜のソテー　特製ラー油かけ

オリジナルスパイスを絡めています。ビールとの相性は抜群！！

外はほくほく、中は生。味付けは少しのスパイスとお塩

皮ごと揚げたじゃがいもにタルタルソースとスパイス

シンプルにうまい

curryにつけ合わせている大人気マリネ
¥300

¥350

¥400

¥400

¥700

¥300

¥500

¥600

¥600

¥600

¥600
季節の野菜はスタッフにご確認ください

オリジナルのドレッシングをかけて！2～3人前です

okazu
・アボカドとカルダモン味噌ミンチ

・クミン唐揚げ　　

・ガーリックシュリンプ　

・豚ロース香草焼き　　　

・タンドリーチキン

殻ごと食べれるシュリンプをあげて、ガーリックオイルと絡めています

癖になるクミンの香り。テーブルにあるオリジナルスパイスをかけても美味

じっくりオーブンで焼いたお肉と香草をマスタードソースで

¥600

5個¥800 3個¥600

5尾¥880 3尾¥600

¥1000

¥800
特製のソースをつけてオーブンでカリッと焼いています

クミンと塩とキャベツのシンプルなおつまみ

色々食べたい方に！！

スパイスを入れたピクルス。ヘルシーです

自家製のつけものです

アボカドとミンチ味噌炒めのコラボ



spice dish
お米は愛知県の契約農家産減農薬玄米使用しております

味噌スープ付き　（お子様curryは除く）

　大盛

＋¥220

sweets
・cheese cake                                            

・pudding                                                  

・lemon cake                                             

・ピスタチオとストロベリーのorganic gelato

創業から人気！！　ボトムがビターな濃厚チーズケーキ

素材にこだわった絶品ジェラート！

レモンの爽やかな味わいとアイシングの甘さがgood!!

香りと風味を生かしたなめらか自家製プリン

¥600

¥600

¥600

¥600

・あいがけcurry

・チキンとほうれん草のlemon curry 

・本日のcurry

・畑のsald dry curry                                
                                         
・季節野菜のvegan curry                          

・甘口のお子さまcurry  

鶏そぼろdry curryがサラダに覆われています！！自家製ドレッシングをかけて

お肉を使用せず、お野菜の旨味を引き出した体に優しいcurry

お子様が食べやすいように辛さを抑え、挽肉入りで大人も楽しめます！！

バターのコク＋レモンの香るさわやかなcurryです

¥1500

¥1300

¥1300

¥1300

¥1300

¥600

定番のcurryの2種盛り　色々楽しみたい方は是非

詳細はスタッフにご確認ください



take out menu

大盛不可

take out限定
・冷凍ホールチーズケーキ
人気のチーズケーキを真空・冷凍でご自宅でも、友人の家でも召し上がってい
ただけます。
1個～大口（お中元、お歳暮など）の贈答も承りますので、お気軽にスタッフ
にお申し付けください。（送料別途）

¥3500

soft drink
・東白川村の煎茶（温・冷）　　　　　　

・東白川村の和紅茶（温・冷）　　　　　

・オリジナルブレンド珈琲（温・冷）　　

・cafe au lair （温・冷）                                     

・spicy chai （ノーマルorペーパーミント）（温・冷）　　　　　　　　　　　　

・ジンジャーエール　　　　　　　　　

・spice soda                                      

・ラッシー　　　　　　　　　　　　　
                       

自家製シロップを炭酸で。カルダモンスパイスが飲みやすい爽やかな味です。

シナモンやオリジナルスパイスと煮立てたミルクティー　異国情緒漂います

まったりと濃厚だけどあっさりなヨーグルトのドリンク

当店の料理に合わせてブレンドした珈琲です。1杯ずつドリップしてご提供します

ジンジャーシロップを炭酸であっさりと

東白川で丁寧に作られた紅茶です

東白川で丁寧に作られた煎茶。香りもお楽しみください
¥600

¥600

¥600

¥600

¥600

¥600

¥600

¥600

okazu
・クミン唐揚げ（5個）　　

・ガーリックシュリンプ（5尾）　

・nichibo畑のサラダ

・丸ごとポテトフライ　

殻ごと食べれるシュリンプをあげて、ガーリックオイルと絡めています

癖になるクミンの香り。テーブルにあるオリジナルスパイスをかけても美味
¥800

¥880 

¥600

¥600

大盛
不可

¥1000

¥1000

¥1000

¥500

大盛　¥200spice dish
お米は愛知県の契約農家産減農薬玄米使用しております

・チキンとほうれん草のlemon curry           

・本日のカリー

・畑のsald dry curry                                
                                         
・季節野菜のvegan curry                          

・甘口のお子さまcurry                               

鶏そぼろdry curryがサラダに覆われています！！自家製ドレッシングをかけて

お肉を使用せず、お野菜の旨味を引き出した体に優しいcurry

お子様が食べやすいように辛さを抑え、挽肉入りで大人も楽
しめます！！

バターのコク＋レモンの香るさわやかなcurryです

　大盛

＋¥220
¥1100

¥1100

¥1100

¥1100

¥600

sweets
・cheese cake                                                                                             

・lemon cake                                             
    

創業から人気！！　ボトムがビターな濃厚チーズケーキ

レモンの爽やかな味わいとアイシングの甘さがgood!!

¥600

¥600

オリジナルのドレッシングをかけて！2～3人前です

皮ごと揚げたじゃがいもにタルタルソースとスパイス

オリジナルブレンドコーヒーにミルクを加えマイルドに

スタッフに確認ください


