
.MORNING 

.BUFFET                                                               

 

サラダビュッフェ   ¥800 ※1 

スープセット        +¥200 

ジュースセット      +¥300 

3 歳まで無料・4 歳～6 歳 ¥400・7 歳～12 歳 ¥600 

 

 

.Topping    1 種 +¥100   2~4 種 +¥90   5~7 種 +¥80   8 種~ +¥70                                
パルメザンチーズ モッツァレラチーズ フェタチーズ 放牧鶏のゆで卵 アボカド 無添加生ハム 無添加ハム  

無添加ベーコン 地鶏サラダチキン 放牧豚のソーセージ 無添加スモークサーモン  

 

.Drink Set 一点まで                                                                   
+¥400 エスプレッソダブル アメリカーノ ソイラテ ルイボスティー ブレンドハーブティー  

+¥500 ハーブティーラテ フルーツケフィア コンブチャ（紅茶キノコ） 

 

.Dessert Set 一点まで                                                                    
+¥400 チアシードプリン 

+¥500 生カカオオレンジケーキ  

+¥600 生アップルパイ 

 

 

.A LA CARTE                                                                                   
本日のスープ ※2                                                                                                                                 

トースト ※3 

ハムアンドチーズ ※3     

アボカドトースト ※3 

アボカドチーズ ※3 

ドリンクセット             

デザートセット 

 

 

 

 

※ 

1.テイクアウト サラダ ¥750  スープ +¥250 

2.有機サラダ(小)と有機全粒粉パン(小)x2 or 有機玄米(小)or オーガニックキヌア(小)付き  

+¥50 でトーストに変更可 

3.有機サラダ(小)付き +¥200 でスープセット 

FREE WiFi 

ID:DOT-RAW 

PIN:wheatgrass 

¥700 

¥550 

¥700 

¥800 

¥900 

+¥400~ 

+¥500~ 

 

 

 

90min 8:00～11:00 

 

営業時間:不定休   

月 10:30∼21:00  

月曜日が祝日の場合は 8:00～21:00 

火 10:30∼24:00  

水木 8:00∼24:00 

金土祝前日 8:00∼翌 5:00 

土 8:00∼翌 5:00 

日 8:00∼21:00 



   .LUNCH(weekdays) 

.BUFFET                                                               

 

   サラダビュッフェ&スープ＆デリ   ¥1100 ※1 

ジュースセット     +¥300 

ワインセット       +¥900 

3 歳まで無料・4 歳～6 歳 ¥600・7 歳～12 歳 ¥900 

 

 

.Topping    1 種 +¥100   2~4 種 +¥90   5~7 種 +¥80   8 種~ +¥70                                
パルメザンチーズ モッツァレラチーズ フェタチーズ 放牧鶏のゆで卵 アボカド 無添加生ハム 無添加ハム  

無添加ベーコン 地鶏サラダチキン 放牧豚のソーセージ 無添加スモークサーモン  

 

.Drink Set 一点まで                                                                   
+¥400 エスプレッソダブル アメリカーノ ソイラテ ルイボスティー ブレンドハーブティー  

+¥500 ハーブティーラテ フルーツケフィア コンブチャ（紅茶キノコ） 

 

.Dessert Set 一点まで                                                                    
+¥400 チアシードプリン 

+¥500 生カカオオレンジケーキ  

+¥600 生アップルパイ 

 

 

.A LA CARTE                                                                                   
本日のスープ ※2                                                                                                                                       

トースト ※3 

ハムアンドチーズ ※3     

アボカドトースト ※3 

アボカドチーズ ※3 

ドリンクセット             

デザートセット 

 

 

 

 

※ 

 1.テイクアウト サラダ ¥950  各デリ +¥150～  スープ +¥300  各トッピング +¥100~ 

2.有機サラダ(小)と有機全粒粉パン(小)x2 or 有機玄米(小)or オーガニックキヌア(小)付き  

+¥50 でトーストに変更可 

3.有機サラダ(小)付き +¥200 でスープセット 

¥700 

¥550 

¥700 

¥800 

¥900 

+¥400~ 

+¥500~ 

FREE WiFi 

ID:DOT-RAW 

PIN:wheatgrass 

 

 

 

 

 

 

90min 11:00～16:00(LO.15:30) 

 

営業時間:不定休   

月 10:30∼21:00  

月曜日が祝日の場合は 8:00～21:00 

火 10:30∼24:00  

水木 8:00∼24:00 

金土祝前日 8:00∼翌 5:00 

土 8:00∼翌 5:00 

日 8:00∼21:00 



  .LUNCH(weekends) 

.BUFFET                                                               

 

   サラダビュッフェ&スープ＆デリ   ¥1500 ※1 

ジュースセット     +¥400 

ワインセット     +¥1000 

3 歳まで無料・4 歳～6 歳 ¥800・7 歳～12 歳 ¥1200 

 

 

.Topping    1 種 +¥100   2~4 種 +¥90   5~7 種 +¥80   8 種~ +¥70                                
パルメザンチーズ モッツァレラチーズ フェタチーズ 放牧鶏のゆで卵 アボカド 無添加生ハム 無添加ハム  

無添加ベーコン 地鶏サラダチキン 放牧豚のソーセージ 無添加スモークサーモン  

 

.Drink Set 一点まで                                                                   
+¥400 エスプレッソダブル アメリカーノ ソイラテ ルイボスティー ブレンドハーブティー  

+¥500 ハーブティーラテ フルーツケフィア コンブチャ（紅茶キノコ） 

 

.Dessert Set 一点まで                                                                    
+¥400 チアシードプリン 

+¥500 生カカオオレンジケーキ  

+¥600 生アップルパイ 

 

 

.A LA CARTE                                                                        
本日のスープ ※2                                                                                                                                       

トースト ※3 

ハムアンドチーズ ※3     

アボカドトースト ※3 

アボカドチーズ ※3 

ドリンクセット             

デザートセット 

 

 

 

 

※ 

1.テイクアウト  サラダ ¥950  各デリ +¥150～  スープ +¥300  各トッピング +¥100~ 

2.有機サラダ(小)と有機全粒粉パン(小)x2 or 有機玄米(小)or オーガニックキヌア(小)付き  

+¥50 でトーストに変更可 

3.有機サラダ(小)付き +¥200 でスープセット 

FREE WiFi 

ID:DOT-RAW 

PIN:wheatgrass 

¥700 

¥550 

¥700 

¥800 

¥900 

+¥400~ 

+¥500~ 

 

 

 

 

 

120min 11:00～17:00(LO.16:30) 

 

 

営業時間:不定休   

月 10:30∼21:00  

月曜日が祝日の場合は 8:00～21:00 

火 10:30∼24:00  

水木 8:00∼24:00 

金土祝前日 8:00∼翌 5:00 

土 8:00∼翌 5:00 

日 8:00∼21:00 



 

  .DINNER(weekdays) 

.BUFFET                                                               

 

   サラダビュッフェ&スープ＆デリ   ¥2000 ※1 

ジュースセット        +¥400 

アルコールセット      +¥1800 

3 歳まで無料・4 歳～6 歳 ¥1000・7 歳～12 歳 ¥1600 

19 時までのご来店でトッピング 1 種 or ドリンク 1 杯サービス 

 

 

.Topping 複数可                                                              
+¥100 パルメザンチーズ モッツァレラチーズ フェタチーズ 放牧鶏のゆで卵 アボカド 無添加生ハム 無添加ハム  

無添加ベーコン 地鶏サラダチキン 放牧豚のソーセージ 無添加スモークサーモン  

 

.Drink Set 一点まで                                                                   
+¥400 エスプレッソダブル アメリカーノ ソイラテ ルイボスティー ブレンドハーブティー  

+¥500 ハーブティーラテ フルーツケフィア コンブチャ（紅茶キノコ） 

 

.Dessert Set 一点まで                                                                    
+¥400 チアシードプリン 

+¥500 生カカオオレンジケーキ  

+¥600 生アップルパイ 

 

 

.A LA CARTE                                                                                   
サラダビュッフェ 

スープセット 

デリセット 

ジュースセット 

アルコールセット 

ドリンクセット 

デザートセット 

 

 

 

 

 

 

※ 

1.テイクアウト  サラダ ¥1000  各デリ +¥200～  スープ +¥300  各トッピング +¥100~ 

¥1300 

+¥400 

+¥600 

+¥400 

+¥1800 

+¥400~ 

+¥400~ 

FREE WiFi 

ID:DOT-RAW 

PIN:wheatgrass 

 

 

 

 

  

 

 

120min 18:00～21:30(LO.21:00) 

営業時間:不定休   

月 10:30∼21:00  

月曜日が祝日の場合は 8:00～21:00 

火 10:30∼24:00  

水木 8:00∼24:00 

金土祝前日 8:00∼翌 5:00 

土 8:00∼翌 5:00 

日 8:00∼21:00 



 

 

  .DINNER(weekends) 

.BUFFET                                                               

 

   サラダビュッフェ&スープ＆デリ   ¥2500 ※1 

ジュースセット        +¥400 

アルコールセット      +¥2000 

3 歳まで無料・4 歳～6 歳 1300 円・7 歳～12 歳 2000 円 

トッピング 1 種＆１ドリンク or デザート付き 

19 時までのご来店で上記全て付きます 

 

.Topping 複数可                                                              
+¥100 パルメザンチーズ モッツァレラチーズ フェタチーズ 放牧鶏のゆで卵 アボカド 無添加生ハム 無添加ハム  

無添加ベーコン 地鶏サラダチキン 放牧豚のソーセージ 無添加スモークサーモン  

 

.Drink Set 一点まで                                                                   
+¥400 エスプレッソダブル アメリカーノ ソイラテ ルイボスティー ブレンドハーブティー  

+¥500 ハーブティーラテ フルーツケフィア コンブチャ（紅茶キノコ） 

 

.Dessert Set 一点まで                                                                    
+¥400 チアシードプリン 

+¥500 生カカオオレンジケーキ  

+¥600 生アップルパイ 

 

 

.A LA CARTE                                                                                   
サラダビュッフェ 

スープセット 

デリセット 

ジュースセット 

アルコールセット 

ドリンクセット 

デザートセット 

 

 

 

 

 

 

※ 

1.テイクアウト  サラダ ¥1000  各デリ +¥200～  スープ +¥300  各トッピング +¥100~ 

 

FREE WiFi 

ID:DOT-RAW 

PIN:wheatgrass 

 

 

 

¥1300 

+¥400 

+¥600 

+¥400 

+¥1800 

+¥400~ 

+¥400~ 

120min 18:00～21:30(LO.21:00) 
 

 

 

営業時間:不定休   

月 10:30∼21:00  

月曜日が祝日の場合は 8:00～21:00 

火 10:30∼24:00  

水木 8:00∼24:00 

金土祝前日 8:00∼翌 5:00 

土 8:00∼翌 5:00 

日 8:00∼21:00 


