Appetizer

・アンチョビバターポテト GF

¥600-

・三浦野菜のピクルス GF

¥480-

Anchovy butter potato
Pickles

GF

¥980-

・北海産水ダコのマリネ GF

¥680-

・生ハムの盛り合わせ
Prosciutto platter

Hokkaido Marinated octopus

・新鮮野菜のバーニャカウダ

Seasonal vegetables Bagna cauda

GF

¥980-

・蒸し鶏と三浦野菜の生春巻きオリエンタルワサビソース GF

¥680-

・ミートボールとモッツァレラのトマト煮込み GF

¥1080-

・ケイジャンチキンフライ

¥700-

spring rolls with steamed chicken and vegetables
Meatballs & mozzarella cooked in tomato

GF

Deep-fried Cajun chicken

・海老とキノコのアヒージョ

¥780-

・ムール貝とアサリの白ワイン蒸し

¥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

¥980-

・カマンベールグリルのハニーナッツ GF

¥780-

・牛すじの煮込み

¥980-

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

・イカのフリット

GF

fried squid ring

¥800-

・３種チーズプレート GF

¥900-

・ふわとろ鉄板オムレツ GF

¥680-

・ミックスナッツ

¥500-

ThreeCheese plate
Iron plate omelet
Mixed Nuts

Salad

・ミックスハーブグリーンサラダ
Mixed herb green 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

GF

9 vegetables Grilled salad

Rice

・鶏肉と７種野菜のガパオ

GF

Pork back ribs&eggplant curry
Tomato chicken curry

¥1000-

Seafood tomato risotto

¥1200-

Mushroom risotto

¥1100-

・魚介のトマトリゾット GF
・たくさんキノコのリゾット GF

・プチトマトとモッツァレラチーズのトマトソース

¥1000-

・サーモンの塩バターの スープパスタ

¥1000-

・和風カルボナーラ

¥1100-

・小エビのトマトクリームソースのリングイネ

¥1200-

・キノコとほうれん草のブルーチーズクリーム

¥1200-

・チーズたっぷりボロネーゼ

¥1300-

・三浦野菜ののジェノバソース

¥1200-

・アサリと水ダコのレモンクリーム

¥1300-

Spaghetti with Cherry tomato＆Mozzarella cheese in tomato sauce
Spaghetti with Salmon of salt butter

Spaghetti with Japanese carbonara

Linguine with Shrimps in tomato sauce

is
beautiful.

Spaghetti with Miura vegetable in genovese source
Spaghetti with Clams＆water octopus in lemon cream source

* 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

Pizza

・マルゲリータ GF
Margherita

¥1000-

・チョリソーと茄子のトマトソース GF
Chorizo,Eggplant ,Tomato sauce

¥1100-

・生ハムとアボカドのサラダピザ GF

Prosciutto,Avocado,Lettuce,Balsamic source

¥1100-

・グリル野菜と海老のバジルソース GF

¥1200-

・クワトロフォルマッジ GF
Quattro formaggi

¥1300-

* ピザ生地は米粉と卵で作っております。
Pizza dough is made with rice ﬂour and eggs.

¥980-

¥1000-

・オーカフェ特製トマトチキンカレー GF

Rice

¥1080-

¥1000-

GF

¥900-

Spaghetti with Seasonal vegetables Peperoncino

Spaghetti with Cheese plenty Bolognese

¥780-

Spicy minced chicken on rice with fried egg

・豚バラと茄子のカレー

・季節野菜のペペロンチーノ

Linguinei with Mushrooms ＆ spinach in blue cheese sauce

¥780-

・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

Pasta

Vegetables,Shrimps,Basil sauce

GF

Roast bacon＆＆hot spring egg Caesar salad

FOOD
MENU

Gluten free

GF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.

Main

・特製ポークスペアリブ GF

¥1300-

・サーモンと野菜とハーブのロースト GF

¥1200-

・ハニーマスタードのグリルチキン GF

¥1100-

・豪州産 牛もも肉のグリル 200g GF

¥1500-

Pork spareribs

Roasted Salmon

Chicken with honey mustard sauce
Round steak meat grill

