
Appetizer
¥600-
¥600-
¥980-
¥780-
¥780-
¥880-
¥880-
¥780-
¥980-
¥800-
¥980-
¥900-
¥680-
¥400-

Salad
¥780-
¥880-
¥1180-
¥1180-

・ミックスハーブグリーンサラダ

・ローストベーコンと温泉卵のシーザーサラダ

・アボカドチキンサラダ　オリエンタルドレッシング

・９種野菜のグリルサラダ

     Mixed herb green salad

　Roast bacon＆＆hot spring egg Caesar salad

　Avocado chicken salad Orientaldressing

　9  vegetables Grilled salad

Pasta
¥1200-
¥1100-
¥1100-
¥1200-
¥1400-
¥1400-
¥1300-
¥1300-
¥1300-
¥1300-
¥1400-

・しらすとセミドライトマトのオイルパスタ

・プチトマトとモッツァレラチーズのトマトソース

・サーモンの塩バターの スープパスタ

・和風カルボナーラ

・小エビのトマトクリームソース

・キノコとほうれん草のブルーチーズクリーム

・チーズたっぷりボロネーゼ

・緑黄色野菜のジェノバソース

・アサリと水ダコのレモンクリーム

・鯖とほうれん草のトマトソースパスタ

・明太子クリームパスタ

　Spaghetti with Whitebait cherry tomato Peperoncino

　Spaghetti with Cherry tomato＆Mozzarella cheese in tomato sauce　

　Spaghetti with Salmon of salt butter

　Spaghetti with Japanese carbonara

　Spaghetti with Shrimps in tomato sauce

　Spaghetti with Mushrooms ＆ spinach in blue cheese sauce

　Spaghetti with Cheese plenty Bolognese

　Spaghetti with vegetable in genovese source

    Spaghetti with Clams＆water octopus in lemon cream source

   Spaghetti with Mackerel ＆ spinach in tomato sauce

    Spaghetti with spicy cod roe cream source

Pizza all GF
 

¥1200-
¥1200-
¥1400-
¥1400-
¥1400-
¥1400-
¥1400-
¥1500-
¥1500-
¥1800-
¥1800-

・マルゲリータ

・マリナーラ

・ペパロニ

・チョリソーと茄子のトマトソース

・アサリとエビのクリームピザ

・生ハムとアボカドのサラダピザ

・サーモンとグラナパダーノのサラダピザ

・グリル野菜と海老のバジルソース

・クワトロフォルマッジ

・SPECIAL NO.1

・SPECIAL NO.2 

　Margherita

　Marinara

　Pepperoni

　Chorizo,Eggplant ,Tomato sauce

　Clams,Shrimps,Fresh cream source 

　Prosciutto,Avocado,Lettuce,Balsamic source

　Salmon,Grana Padano,Lettuce,Balsamic source

    Vegetables,Shrimps,Basil sauce

　Quattro formaggi

    Pepperoni,Sausage,Petit tomatoes,Mozzarella,Tomato sauce     

     Prosciutto,Petit tomatoes,Ricotta cheese, Mozzarella,Fresh cream sauceMain
¥1500-
¥1400-
¥1200-

・特製ポークスペアリブ

・サーモンと野菜とハーブのロースト

・ハニーマスタードのグリルチキン

Pork spareribs

Roasted Salmon

Chicken with honey mustard sauce

FOOD
MENU

Gluten free
マークの付いているメニューは

グルテンフリー料理となっております。
Menus marked with
Gluten-free food.

GF

GF

GF

GF

 パスタは生麺のグルテンフリーパスタに＋¥100 で変更可能です。
  Pasta can be changed to raw noodle gluten-free pasta for + ¥ 100

ピザ生地は米粉と卵で作っております。
生地はプレーンと玄米とトマトの 3種類からお選び下さい。
Pizza dough is made with rice flour and eggs.
Choose from three types of pizza dough: 
plain, brown rice, and tomato.

GF

GF

GF

＊17 時以降はﾜﾝﾄﾞﾘﾝｸｵｰﾀﾞ‒制となります。

＊

＊

Rice
¥1100-
¥1100-
¥1100-
¥1300-
¥1200-

・鶏肉と７種野菜のガパオ

・豚バラと茄子のカレー

・オーカフェ特製トマトチキンカレー

・魚介のトマトリゾット

・たくさんキノコのリゾット

　Spicy minced chicken on rice with fried egg

　Pork back ribs&eggplant curry

　Tomato chicken curry

　Seafood tomato risotto

　Mushroom risotto

GF

GF

GF

GF


