Life Creation Space OVE

☞ BEER & SPARKLING MALT
エビス

YEBISU Beer 334ml

￥800

港区南青山 3-4-8 KDX レジデンス南青山１Ｆ

ハートランド

Heartland Beer 330ml

￥750

定休日 月曜日／祝日の場合は火曜日振替

エルディンガー

ERDINGER 330ml

￥750

営業時間（時間短縮営業 実施中）10:00 - 18:00

☞ LUNCH MENU

12:00-15:00

Sparkling MALT ／アルコール度数 0.4% ／ Germany

常陸野ネスト ノン ・ エール
ご予約は電話にて承っております

HITACHINO NEST 330ml

℡ 03-5785-0403

￥750

Sparkling MALT ／アルコール度数 0.3% ／ Japan

☞ WINE

☞ COFFEE
コーヒー

Coffee

￥750

カフェオレ

Cafe au lait

￥800

スパークリングワイン

Sparkling wine 375ml Bottle

￥2500

ハウスワイン

House wine 375ml Bottle

￥1300

その日の天候と陰陽五行に基づいて、 季節野菜の色選びを楽しみながら日々のごは

アルコール飲料のご注文はご遠慮ください

んをお作りしています。 旬の野菜やきのこから時間をかけて出汁を取り、 コトコト煮込
んで作るお味噌汁です。 Based on daily weather conditions, yin and yang

アールグレイ

Earl Grey Tea

￥750

アッサム

Assam Tea

￥750

☞ CAKE

ふくぎ茶

FUKUGI Tea

￥750

パンケーキと自家製ジャム

ルイボス

Rooibos Tea

￥750

Pancakes and

チャイ

Chai milk or soy milk

￥800

Lemon grass and roasted green tea

and the five elements of Chinese cosmology, we cook rice every day

homemade jam

enjoying the selection of colors of the seasonal vegetables. Using
stock that we take time to make from these vegetables and

￥850

￥750

ローズレッドとカモミール

Rose red and chamomile

￥750

マリーゴールドとエルダーフラワー

Marigold and elderflower

￥750

食前酢 ・ 味噌汁 ・ 玄米ごはん ・ 主菜 ・ 副菜 ・ サラダ ・ 飲み物 ￥1300

★ 車 , バイク , 自転車でお越しの方は飲酒運転となりますので

☞ TEA

レモングラスとほうじ茶

たっぷり味噌汁と土鍋ごはん
Daily lunch "Miso soup & brown rice" ( No meat )

mushrooms, we serve miso soup that has been simmered over a low
flame.

じっくり煮込んだ野菜のカレー
Vegetable curry ( No meat )

ガトーショコラ

食前酢 ・ カレー ・ 副菜 ・ サラダ ・ 飲み物 ￥1300

Gateau chocolat
￥650

夏はスパイシーなもの、 冬は生姜をたっぷり入れて。 季節によってスパイスの配合や野
菜を変えて、 3 日間じっくりと煮込んで作るカレー。 水は入れずにオーガニックスパイス
を使い、 野菜の旨味を引き出しています。 ターメリックライスに使われるバターとトッピン
グのチーズは除くこともできますので、 乳製品不使用をご希望の方はお声掛けください。
Spicy in summer, contains lots of ginger in winter. Changing the

チーズケーキ

spice ratio and types of vegetables depending on the season, our

Cheese cake
￥650
☞ JUICE
早和果樹園のみかんジュース

MIKAN juice

￥650

あっぷりんご園の林檎ジュース

Apple juice

￥650

トマトジュース ゆうきくん

Tomato juice

￥650

curry is always slowly simmered over 3 days. No water is added and
we use organic spices to draw out the umami of the vegetables.

味噌汁単品
★ ケーキと一緒にドリンクをご注文いただくと ￥200 引きとなります

miso soup

Ｌ￥500、Ｓ￥300

ドリンクおかわり one more drink

￥200

ランチデザート

￥300

lunch dessert

