
ハラル 洋食弁当 (¥3,700)

〈洋食弁当内容〉

おばんざい

サラダ

半熟卵

海老フライ

白身魚のチーズ焼き

ハラル牛肉のステーキ
テリヤキソース 季節の野菜

カットフルーツ5種

味噌汁・白飯

Traditional Bento Box

Obanzai: A traditional home cuisine of the Day

Petit Salad

Soft Boiled Egg

Breaded and Golden Fried prawn 

Grilled Fish of the Day Topped with Melted Cheese

Teriyaki Halal Beef Served with Seasonal Vegetables

Fruit Cocktail

Rice and Miso Soup

Halal Bento Box   (JPY 3,700)

＊材料につきましては変更も承ります、スタッフまでお問い合わせ下さい。
If you have any food allergies, please notify us prior to ordering.

＊表示料金は、商品価格です。（ ）内の料金はサービス料10％・税金が含まれた価格となります。
Prices shown are before tax a 10% service charge.   Those in brackets include both.

＊仕入れの都合により、内容や食材の産地等が変更になる場合がございます。
The contents of items on menu and the localities used may vary depending on the current stock.

＊写真は全てイメージです。
The photo is for illustrative purposes only.



ハラル・キッズプレート (¥1,500)

＊材料につきましては変更も承ります、スタッフまでお問い合わせ下さい。
If you have any food allergies, please notify us prior to ordering.

＊表示料金は、商品価格です。（ ）内の料金はサービス料10％・税金が含まれた価格となります。
Prices shown are before tax a 10% service charge.   Those in brackets include both.

＊仕入れの都合により、内容や食材の産地等が変更になる場合がございます。
The contents of items on menu and the localities used may vary depending on the current stock.

＊写真は全てイメージです。
The photo is for illustrative purposes only.

Halal Kids Platter   (JPY 1,500)

〈キッズプレート内容〉

本日のスープ

サラダ

ケチャップライス

海老フライ タルタルソース

ハラルミートのハンバーグ
テリヤキソース

オムレツ

カットフルーツ５種

Soup of the Day

Petit Salad

Fried Rice

Breaded and Golden Fried Prawn

Halal Beef Hamburg with Teriyaki sauce

Plain Omelet

Fruit Cocktail



ハラル ア･ラ･カルト

＊材料につきましては変更も承ります、スタッフまでお問い合わせ下さい。
If you have any food allergies, please notify us prior to ordering.

＊表示料金は、商品価格です。（ ）内の料金はサービス料10％・税金が含まれた価格となります。
Prices shown are before tax a 10% service charge.   Those in brackets include both.

＊仕入れの都合により、内容や食材の産地等が変更になる場合がございます。
The contents of items on menu and the localities used may vary depending on the current stock.

＊写真は全てイメージです。
The photo is for illustrative purposes only.

Halal  a la carte

ハラル・牛フィレ肉のステーキ テリヤキソース ¥3,600
ポテトフライ、季節の野菜添え

Halal Beef Steak with Teriyaki Sauce JPY3,600
Served with Fried Potato and Seasonal Vegetables

ハラル・チキンのグリル テリヤキソース ¥2,650
季節の野菜添え

Grilled Halal Chicken with Teriyaki Sauce                      JPY2,650
Served with Seasonal Vegetables

ハラル･ミートのハンバーガー フライドポテト添え ¥3,100
～チャンキー･サルサ、ケチャップ、マヨネーズ ３種のソースでどうぞ～

Halal Beef Hamburger with Fried Potatoes                     JPY3,100
Served with Three Sauces of Salsa, Ketchup and Mayonnaise


