
Red White

A la carte

MENU

Stewed Redwine

赤ラム串　
1 本￥350

塩漬けレモンとハーブで風味をつけて
じっくり焼きあげました。
赤色のミックススパイスがピリッとスパイシー！！

新鮮なモツと根菜を赤ワインで
煮込みました。煮卵とご一緒に。

パルミジャーノをふわふわに！
トマトが見えないくらいトッピング！

新鮮な旬野菜をタプナードとマヨソースで！

Foiegras mousse and dryfriuts

あれこれ

Beef carpaccio

牛タンカルパッチョ \820
Tomato and pecorino cheese salad

トマトと
ふわふわチーズのサラダ \780

野菜スティック
2 種のディップ添え \580

Potato salad

CaféSPICEポテトサラダ \480
Pickles
いろいろ野菜ピクルス \400
Green salad carrot dessing

グリーンサラダ
人参ドレッシング \700

Pate de campagne

厚切りパテ \520
Taco

タコス \560

Baguette /garlieBaguette
バゲットスライス \350
ガーリックバゲット \380

German potato

猪ソーセージの
ジャーマンポテト \650

Blue cheese and avocado burger
ブルーチーズアボカドバーガー \1,150

Boiled shellfish  with herb flavor

バイ貝煮 香草風味 \470
Homemade Lasagna

自家製ラザニア \550

サクサクの最中に濃厚なフォアグラの
ムース！ワインのおつまみに。2 個付

ヨーグルトとパインでマリネ。
香ばしく焼き上げて羊のチーズを
雪のようにトッピング！

記載の金額は税抜価格です。写真はイメージです。

白ラム串
1 本￥350

モツの赤ワイン煮込￥580

ガーリックシュリンプ \620
プリっとしたエビにガーリックの旨味！
ビールがススム！

Garlic shrimp

粗挽きのパティが 2 枚！
ブルーチーズとアボカドがアクセント！
大満足バーガー‼

クミン、カレーなどのスパイスを効かせた
おつまみポテサラです。

フォアグラムースと
ドライフルーツ \450

Vegetable stick

Pasta

Meat&Seafood

Fried Food

Pizza

肉・魚介

ピザパスタ

揚げ物

平日限定！生ハム食べ放題

Mushroom cheese frit

キノコの
チーズフリット \500

Squid and mushroom saute

イカゲソと
マッシュルームのソテー
ブルギニョンバター \850

Bolognese pasta
ボロネーゼたっぷりチーズ \980
Peperoncino
カラスミのぺペロンチーノ \1,100
Porcini cream pasta
ポルチーニ茸のクリームソース \1,280

5kinds of cheese and honeypepper
5 種チーズとハニーペッパー \1,300

Margherita
マルゲリータ - バジル・トマト・モッツアレラチーズ -　\990 

Bambino pizza
バンビーノ - ツナ・コーン・ベーコン -　\1,100
Truffle pizza
トリュフピザ  削りたての香り！　\1,680 

Salmon muniel

サーモンムニエル
ディルバターソース　￥1,100
Beef tongue steak
牛タンステーキ￥950

Eisbein
アイスバイン￥2,600

Stewed beef cheek with red wine sauce
and mashed potato

牛ホホ肉の赤いワイン煮込み
マッシュポテト添え￥1,200

Shrimp and basilchesse Gyoza
海老のすり身とチーズの
揚げ餃子バジルの香り \560 

French fries
インカのめざめ
ポテトフライ \500 

\520Deep fried Horse mackerel

アジフライフレッシュトマトと
　　　　　　   パクチーソース

Assorted ham and salami

生ハム・サラミ盛り合わせ \1280 人数によりサイズ変更できます。

人気のアジフライをアレンジ！
熱々のアジフライにたっぷりトマト
ソースをかけてさあ、召し上がれ！

糖度６～ 8 度の甘いポテト！

Ham cutlet stick style

STICK ハムカツ \570
ビールのおつまみに！

ドイツ料理。塩漬けの豚肉を煮込みました。

目の前で削ります！
記載の金額は税抜価格です。写真はイメージです。

冬に食べたい煮込料理。じっくり時間を
かけて煮込みました。

ご注文ごとに挽きたての生ハムをご用意します！
しっとりとした食感と程よい塩味と旨味。
ワインとご一緒に！ 60min 一人前￥500

prosciutto

※グループ全員のお客様のご注文をお願いいたします。

月曜日～木曜日

Sauteed beef filet and foiegras

牛フィレ肉とフォアグラのソテー
トリュフソース \ 1,780

CaféSPICE のスペシャリテ。
濃厚なフォアグラとトリュフソースが
牛フィレの美味しさをさらに引き立てます。



旬のフルーツパフェ

Fruits
Parfait

\1,400 

今が旬のフルーツを使いました。
フルーツをふんだんにトッピングした
café SPICE 名物パフェ！
入荷するフルーツによって内容が変わります。
　　　　　　　　イラストはイメージです。

スパークリングワインに今が旬の果物を浮かべて！
ノンアルコールでもご用意いたします。今日のフルーツはスタッフまで。

パインとキウイのモヒート　　\1,100 
Pine and kiwi mojito

旬のフルーツスパーク　　　　\1,200 
 Seasonal fruis Sparkling

トロピカルなパインとキウイを使ったすっきりモヒート！

旬のフルーツサングリア　　　\1,200 
Sangria

ワインと旬のフルーツを合わせました。今だけの美味しさ。

焼き林檎とシナモンの
ホットワイン　　　　            　\680

Hot wine

寒い今の季節にぴったり！温まりますよ。

瀬戸内レモンサワー　　　　　　\600 
Setouchi Lemonsour

グラスにたっぷりレモンを入れました！すっきりとした美味しさ！

CaféSPICE のジントニック　　　\1,100
Gin&Tonic

アントシアニンを多く含む「バタフライピー」を使ったジントニック。
鮮やかな紫色で 2 層に仕上げています。

モヒート　　　　　　　　　　　\680
Mojito

ハイボール　　　　　　　　　　\500
Wisky & Soda

漬け込みハイボール　　　　　　各 \580

ウィスキー × みかん
Wisky &  Japanese orange-mikan-

ブランデー × アップルシナモン
Brandy&Applecinnamon

テキーラ × パイナップル × バナナ
Tequila&Pine&Banana

オレンジスプリッツア　　　　　\650 
Orange Spriz

Seasonal Cocktails
季節のカクテル

ワイン 

ソフトドリンク

グラスワイン　\500 ～ 

白ワイン
A・B・C からお選びください。

A: すっきり

B: フルーティー

C: しっかり

Glass wine

スパークリングワイン　　　\500
Sparkling wine

 White wine

 Light

 Fruity

 Fullbodied

赤ワイン

ボトルもご用意できます。ワインリストございます。

本日のラインナップはスタッフまで

A: 軽め

B: 中くらい

C: しっかり

 Red wine

 グラス

 Light

 Medium

 Fullbodied

旬のフルーツパフェ　　　　 \1,400 
Seasonal Fruits parfait

今が旬のフルーツを使ったパフェ！
季節を感じることができる美味しスイーツです。

旬のフルーツタルト　　　　 \1,300 
Seasonal Fruits tart

季節のフルーツをもりだくさんに！

ティラミス　　　　                   \650 
Tiramisu

イタリアを代表するスイーツ「ティラミス」

生チョコ ガトーショコラ           \650 
Gateau chocolat

とろける生食感のチョコレートケーキ

純生ロールケーキ     　　　　   \650 
Roll cake

ふわふわのロールケーキ

アップルパイ    　　　　　　    \650 
Apple pie

今が旬のりんごを使いました。

生ビール　　　　　　　　　　\550
Draft beer

コーヒー　　　　　　　 　   　\500 
Coffee　 hot or iced

カフェオレ　　　　　　　    　\600
Cafe au lait　 hot or iced

キャラメルミルク　　　　    　\600
Caramelmilk　 hot or iced

カフェショコラ　　　　　 　   \600
Cafechocolat　 hot or iced

アールグレイ　　　　　　 　   \600
Earl grey　 hot 

ダージリン　　　　　　　 　   \600
Darjeeling　 hot 

アイスティー　　　　　　 　   \600
Iced tea

ハーブティー　　　　　　    各 \500
Herbtea

アップルガーデン
Applegarden

ピンクローズ
Pinkrose

ホワイトジャスミン
White jasmine

ミルキッシュクレメ
Milkish creme

クラフトビール　　　　　　　\680
Craft beer

ノンアルコールビール　　　　\450 
Non-alcoholic beer

マンゴー

各 \500 

Mango juice

グァバ
Guava juice

アップル
Apple juice

オレンジ
Orange juice

ライチ
Litchi juice

パインナップル
Pineapple/juice

ジンジャーエール
Ginger ale

グレープフルーツ
Graapefruit

コーラ
Coke

ウーロン茶
Oolongtea

Wine

Soft drink

スイーツ

Sweets

カフェ

Cafe

記載の金額は税抜価格です。写真はイメージです。
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