Appetizer

FOOD
MENU

Pasta

・新鮮野菜のペペロンチーノ

¥800-

・プチトマトとモッツァレラチーズのトマトソース

¥980-

・サーモンの和風塩バター

¥980-

・和風カルボナーラ

¥1000-

・小エビのトマトクリームリングイネ

¥1200-

・キノコとほうれん草のゴルゴンゾーラクリーム

¥1100-

・チーズたっぷりボロネーゼ

¥1080-

・ズッキーニとブロッコリーのジェノバソース

¥1200-

・アサリと水ダコのレモンオイル

¥1100-

・ガーリックトースト

¥500-

・アンチョビバターポテト GF

¥600-

・野菜のピクルス GF

¥480-

・自家製ハムと生ハムの盛り GF

¥980-

・北海産水ダコのマリネ GF

¥680-

・新鮮野菜のバーニャカウダ GF

¥980-

・ミートボールとモッツァレラのトマト煮込み GF

¥980-

・ケイジャンチキンフライ GF

¥700-

・海老とマッシュールームのアヒージョ GF

¥780-

・ムール貝とアサリの白ワイン蒸し GF

¥980-

・ソーセージとポテトのアンチョビガーリック GF

¥800-

・自家製ミートソースのラザニア

¥800-

・マルゲリータ

・カマンベールグリルのハニーナッツ GF

¥980-

・チョリソーと茄子のトマトソース

¥980-

・牛すじ肉の煮込み

¥980-

・グリル野菜と海老のバジルソース

¥1000-

・３種チーズプレート GF

¥1000-

・クワトロフォルマッジ

¥1200-

・ふわとろ鉄板オムレツ GF

¥700-

・有機たまねぎのフリット GF

¥700-

・バケット ６P

¥980-

¥100-

・鶏肉と７種野菜のガパオ GF

・ミックスナッツ

・豚バラと季節野菜のカレー GF

¥980-

¥500-

・オーカフェ特製トマトチキンカレー GF

¥980-

・魚介のトマトリゾット GF

¥1100-

・たくさんキノコのリゾット GF

¥1100-

Garlic toast

Anchovy butter potato
Pickles

Of raw ham platter

Hokkaido marinated octopus
Bagna cauda

Meatballs & mozzarella cooked in tomato
Deep-fried Cajun chicken
Shrimp&mushroom ahijo

Mussels&clams White wine steamed

Sausage&french fries anchovy garlic
Homemade meat sauce lasagna

Camembert cheese grill honey nuts

~ クリームチーズのせ ~ GF

Stew of root vegetables and cattle streak
ThreeCheese plate
Iron plate omelet
Organic onion

Frit

Bucket bread
Mixed Nuts

Spaghetti with cherry tomato＆Mozzarella cheese in tomato sauce
Spaghetti with salmon of salt butter
Spaghetti with japanese carbonar

Linguine with shrimps in tomato sauce
Penne with gorgonzola cheese sauce

Spaghetti with cheese plenty Bolognese
Spaghetti with zucchini ＆eggplant

Genovese source

Spaghetti with clams＆water octopus lemon oil source

Pizza

Margherita

Chorizo,Eggplant ,tomato sauce

Vegetables,Shrimps,Basil sauce

Rice

Quattro formaggi

Spicy minced chicken on rice with fried egg
Pork back ribs&vegetable curry
Tomato chicken curry

Salad

Gluten free
パスタはグルテンフリーパスタに

・ローストベーコンと温泉卵のシーザーサラダ GF

¥780-

グルテンフリーとは小麦粉の代わりに

Roast bacon＆＆hot spring egg Caesar salad

オリエンタルドレッシング

Avocado chicken salad Orientaldressing

・９種野菜のグリルサラダ
9 vegetables Grilled salad

GF

Mushroom risotto

GF マークの付いているメニューは

¥780-

・アボカドチキンサラダ

Seafood tomato risotto

グルテンフリー料理となっております。

・ミックスハーブグリーンサラダ GF
Mixed herb green salad

Spaghetti with seasonal vegetables Peperoncino

GF

¥1080¥980-

＋¥100 で変更可能です。
米粉・もち粉・コーン粉など使用しております。

Main

・特製ポークスペアリブ
Pork spareribs

GF

¥900-

¥1200-

・サーモンと野菜とハーブのロースト GF

¥1000-

・ハニーマスタードのグリルチキン

¥1000-

Roasted Salmon

Chicken with honey mustard sauce

・豪州産 牛モモ肉のグリル
Round steak meat grill

GF

GF

¥1200-

