


Organic chardonnay sparkling
オーガニック ノンアルコール スパークリング　シャルドネ 950

Champagne by the glass
グラスシャンパーニュ 1,200

Natural wine by the glass　-　White / Red
グラスワイン 【白 / 赤】　自然派ワイン 1,000

Champagne half glass size
ジャストサイズ　シャンパーニュ 600

Natural wine half glass size　-　White / Red
ジャストサイズ ワイン【白 /赤】　自然派ワイン 500

"GROLSCH" Lager beer 450ml
オランダ産ラガービール 「グロールシュ」 450ml 瓶 900

San pellegrino 500ml
ガス入りミネラルウォーター 800

Homemade rosemary lemonade（carbonated）
ホームメイドレモネード 750

Homemade cra� coke
ホームメイドクラフトコーラ 800

Green smoothie -spinach,banana,apple & orange-
グリーンスムージー【ホウレンソウ・バナナ・アップル・オレンジ】 850

Non-Alcohol

Alcohol

Home blended herbal iced tea
食事用ペアリング アイスハーブティー

モリンガ・ローズマリー・レモングラスを使用した爽やかな香り。当店オリジナルブレンドです。
 （※妊婦の方はお控えください）

550

ランチにおすすめ！



Co�ee
コーヒー 【ホット /アイス】 550

Espresso
エスプレッソ 500

Ca�e latte
カフェラッテ 【ホット / アイス】 650

Iced tea of the day
本日のアイスティー 700

Darjeeling
ダージリン FTGFOP 700

Dimbula
ディンブラ OP 700

Earl grey
アールグレイ FBOP 700

Camomille apple (decaf)
カモミールアップル ※カフェインフリー 700

Tea of the month
季節のフレーバーティー 700

Co�ee

Tea



UMAMI Chopped steak
UMAMI ハンバーグセット

UMAMI ハンバーグ＋ポプラの前菜＋ライス or パン＋食後のお飲み物
【ソースがお選びいただけます /デミグラスソース or DASHIソース】

1,800

 昆布のうま味 × ビーフ！ 

Grilled white �sh with creamy vegetable sauce
鮮魚のグリルセット

ライス or パン＋

白身魚のグリル 野菜のソース＋

　　ポプラの前菜＋ライス or パン＋食後のお飲み物

1,800

Sushi bowl
SUSHIボウル

ちらし寿司＋小皿＋みそ汁＋食後のお飲み物

1,600

Hamburger and fried potatoes
UMAMI ハンバーガー

UMAMI ハンバーグ･トマト･レタス･ピクルス･チェダーチーズ＋フライドポテト

1,500

Lunch set

Co�ee
コーヒー 【ホット /アイス】

Espresso
エスプレッソ

Iced tea of the day / Iced heabal tea
本日のアイスティー /アイスハーブティー

Tea
紅茶【ホット /アイス】

Set drink 下記より食後のお飲み物をお選びください

Pasta of the day
パスタセット

パン＋おすすめパスタ+ポプラの前菜 小＋パン＋食後のお飲み物
└ パスタの内容はスタッフまでおたずねください。

1,600

※写真はイメージです。

Rice bowl of the day
おすすめライスボウル

本日のボウル＋小皿＋みそ汁＋食後のお飲み物

└ ライスボウルの内容はスタッフまでおたずねください。

1,500

※写真はイメージです。

Kids Plate

Chopped steak + Fried potato + Creamed spinatch + Fruits + Yogurt + Juice

キッズプレート

ミニハンバーグ＋フライドポテト＋ホウレンソウのクリーム煮＋フルーツ＋ヨーグルト＋ジュース

1,000



No-bake cheesecake with champagne jello
シャンパン チーズケーキ

香ばしいクランブルにさっぱりレアチーズケーキ、
季節のフルーツの入ったシャンパーニュのジュレを重ねました。

900

Lemon tart
レモンのタルト

甘酸っぱいレモンクリームにレモンのメレンゲを重ねた季節限定のタルト

700

Today’s small bite-sized desserts
３種の小菓子盛合せ　※内容は日替わりです 400

Organic carrot cake
有機ニンジンのキャロットケーキ

新鮮な有機ニンジン・くるみ・レーズンを使用した、
シナモン香るグルテンフリー（米粉使用）ケーキです。
※小麦粉を含む製品と共通のキッチンで製造しています。

400

800

ハーフ

フル

Course lunch / Hors-d'œuvre ＋ Pasta ＋ Fish or Meat ＋Lemon tart ＋Co�ee or Tea
ポプラ ランチコース

ポプラの前菜＋パスタ＋魚 または UMAMI ハンバーグ＋ライス or パン＋レモンのタルト＋食後のお飲み物
【UMAMI ハンバーグはソースがお選びいただけます /デミグラスソース or DASHIソース】 

3,000

 人気メニューのコース仕立て！

Lunch special

Lunch dessert

Co�ee
コーヒー 【ホット /アイス】

Espresso
エスプレッソ

Iced tea of the day / Iced heabal tea
本日のアイスティー /アイスハーブティー

Tea
紅茶 【ホット /アイス】

Set drink 下記より食後のお飲み物をお選びください



Wine list

10,000アレクサンドル プネ / エグザンテ NV
Champagne "Ex-Ante" by Alexandre penet NV, Alexandre penet
[ 仏シャンパーニュ産 発泡 /ピノムニエ・シャルドネ・ピノノワール ]

「エグザンテ / とりあえず」というラテン語の意味をもつシャンパーニュ。 
2 年の瓶熟成を経て、フルーティーでバランスに優れています。
生産者は 400 年の歴史を持つ家族経営のシャンパンハウスであり、低ドザージュのスペシャリストです。

Champagne and sparkling

9,000オンフォン ソヴァージュ / ダンマビュル
Dan ma bulle, Enfants Sauvages
[ 仏ルーション産 発泡 /ミュスカ プチグラン・ヴェルメンティーノ・グルナッシュ グリ ]

フランスの自然派ワインバーで話題のワイン！コクがありながらもすっきり爽快。
奥行きのある魅力的な香りで、程よくアロマティック。
キレのある酸味は野菜や様々な前菜料理、ほろ苦い食材にとてもよくマッチします。

8,000クリスチャン ビネール / シ ローズ
Si rose, Christian binner
[ 仏アルザス産 オレンジ /ゲヴェルツトラミネール・ピノグリ ]

ワインラバーが愛してやまない、大人気銘柄のオレンジワイン！濁りのあるオレンジティー色、黄桃やマンゴーの香り。
葡萄のエキスとミネラル感、妖艶でアロマティックな香り。自然派ワインビギナーにも、是非トライいただきたい１本。

Orange wine


