
選べる
メイン1品

選べる
メイン2品

おすすめセット
Recommended set menu

　・コーヒー
　・薬膳スープ
　・デザート

Aセット　＋180円　　　　　コーヒー、スープ、デザートでほっと一息◎　

daily lunch platter 選べるメインと日替わりベジ惣菜の当店定番プレート

ダブルプレートシングルプレート
 lunch platter +1 main dish

 lunch platter +2 main dish
￥600 ￥800

Bセット　＋280円　　　　サラダ付きのお得セット！野菜をしっかりとりたい方に

　・コーヒー
　・薬膳スープ
　・デザート
　・サラダ

単品

　　  ライス　RICE　　　
半　　100ｇ
小　　150ｇ
並　　200ｇ
大盛　250ｇ　＋￥50
特盛　300ｇ　＋￥100

シングルプレート+Aセット

￥780
ダブルプレート+Aセット

￥980

シングルプレート+Bセット

ダブルプレート+Bセット
￥880

￥1080

・コーヒー　　￥100　　　
・薬膳スープ　￥100

・デザート　　￥100　　　
・サラダ　　　￥200

（coffee,soup,dessert）

（coffee,soup,dessert,salad）

＊チーズインハンバーグ選択の場合は
1つでダブルプレートの料金になります

メインのおかず（右ページ）とごはんの量をお選びください
Please choose a main dish and amount of rice

＊価格はすべて税込です
All prices are including tax.



人気
No.1

 新登場！
人気
No.2

人気
No.3

ベジ唐揚げ（しょうゆ） ベジハンバーグ
vegan fried chicken

 

 大豆ミート系

魚介類風系

ベジ唐揚げ(磯風味）
vegan fried chicken vegan hamburg stake

vegan cutlet

stuffed green pepper

ベジとんかつ

ピーマンベジ肉詰め

ベジメンチカツ
vegan ground meat cutlet

ベジ生姜焼き
vegan ginger pork

シソ春巻き ベジエビシュウマイ

ウナギ風かば焼き白身風フライ カキ風フライ
vegan grilled eelvegan fried white fish

vegan fried dumpling

vegan fried oyster

中華風
ベジ餃子（焼き） ベジ餃子（揚げ）

spring roll with shiso

vegan croquette
(corn&curry)

vegan shumai dumpling vegan deep
fried dumpling

ベジコロッケ
（コーンクリーム＆カレー）

大豆ミートを使用したベジ唐揚げ。
外はカリっと、中はジューシー

大豆ミートを使用したベジ唐揚げ。
新しく磯風味が加わりました。

大豆ミート/豆腐/野菜を
使用したベジハンバーグ

大豆ミートがぎっしり詰まった
ピーマンベジ肉詰め。

大豆ミートを使用したベジとんかつ。
カレーのトッピングにもおすすめ

大豆ミートを使用したベジメンチカツ。
ごま油が香ります

豆腐、大豆ミート、エノキを
使用したベジ白身風フライ。
外はサクサク、中はふんわり

野菜のうまみがぎっしり詰まった
ベジ�子（米粉の皮使用）

豆腐、大豆ミート、マイタケを
使用したベジカキ風フライ。
マイタケの香りがまるでカキのような味わいに

豆腐、大豆ミート、ゴボウを
使用したベジウナギ風かば焼き。
ふっくらなめらかな質感です。

ヴィーガンえびをトッピングした
こだわりのベジシュウマイ（小麦の皮使用）

白菜のうまみが凝縮した�と紫蘇の葉香る
ベジ春巻き（米粉の皮使用）

野菜のうまみがぎっしり詰まった
ベジ�子（米粉の皮使用）

優しい甘みのコーンクリームと
ほっこり風味のカレー味が
楽しめるコロッケセット

大豆ミートを使用したベジ生�焼き。
あっさりとした味わい

・単品はすべて200円（税込）で追加注文可
・ベジエビシュウマイ以外のおかずはグルテンフリー
　（フライにはフライにはコーンフレークの衣を使用
    　春巻き、�子には米粉の皮を使用)

選べるメインおかず

コロッケ

チーズインハンバーグ
vegan hamburg stake

with cheese

ベジハンバーグ2個分のビックサイズ
パティでまろやかな豆乳クリームチーズ
を包みました



　・コーヒー
　・薬膳スープ
　・デザート

Aセット　＋180円　　　　　コーヒー、スープ、デザートでほっと一息◎　

香色茶坊オリジナルの薬膳ベジカレーをお楽しみください

ワンコインカレーvegan curry platter + side dish

Bセット　＋280円　　　　サラダ付きのお得セット！野菜をしっかりとりたい方に

　・コーヒー
　・薬膳スープ
　・デザート
　・サラダ

単品

　　  ライス　RICE　　　
半　　100ｇ
小　　150ｇ
並　　200ｇ
大盛　250ｇ　＋￥50
特盛　300ｇ　＋￥100

メイントッピング

おすすめセット
Recommended set menu

副菜付きカレー

vegan curry platter

vegan curry platter ￥600
￥500

ワンコインカレー+Aセット

￥680
副菜付きカレー+Aセット

￥780

ワンコインカレー+Bセット

副菜付きカレー+Bセット
￥780

￥880

・コーヒー　　￥100　　　
・薬膳スープ　￥100

・デザート　　￥100　　　
・サラダ　　　￥200

（coffee,soup,dessert）

（coffee,soup,dessert,salad）

＋￥200

好みのメインを自由にトッピングできます！

＊価格はすべて税込です
All prices are including tax.

ごはんの量をお選びください
Please choose amount of rice

main dish 



おすすめセット
Recommended set menu

　・コーヒー
　・薬膳スープ
　・デザート

Aセット　＋180円　　　　　コーヒー、スープ、デザートでほっと一息◎　

ベジ牛丼

ベジウナ丼

Bセット　＋280円　　　　サラダ付きのお得セット！野菜をしっかりとりたい方に

　・コーヒー
　・薬膳スープ
　・デザート
　・サラダ

単品

　　  ライス　RICE　　　
半　　100ｇ
小　　150ｇ
並　　200ｇ
大盛　250ｇ　＋￥50
特盛　300ｇ　＋￥100

vegan eel bowl

vegan  bowl

vegan beef-bowl

ベジ牛丼+Aセット

￥830
ベジうな丼+Aセット

￥960

ベジ牛丼+Bセット

ベジうな丼+Bセット

￥930

￥1060

・コーヒー　　￥100　　　
・薬膳スープ　￥100

・デザート　　￥100　　　
・サラダ　　　￥200

（coffee,soup,dessert）

（coffee,soup,dessert,salad）

ふんわりなめらかなウナギ風かば焼きを楽しめるどんぶり

牛バラ風大豆ミートを醤油で煮込んだベジ牛煮込みのどんぶり

ヴィーガンどんぶり2種！
副菜付きでバランスの良い丼ものです

￥650

￥780

＊価格はすべて税込です
All prices are including tax.



おすすめセット
Recommended set menu

　・コーヒー
　・薬膳スープ
　・ご飯100g

Aセット　＋180円　　　　　〆のご飯付き、スープと一緒にどうぞ◎　

チリトマトラーメン
vegan zhasai ramen 

Bセット　＋280円　　　　餃子付きの豪華セット！がっつり食べたい方に

単品

（coffee,soup,rice,dumpling）

ザーサイラーメン

　・コーヒー
　・薬膳スープ
　・ご飯100g
　・餃子3個

ヴィーガン×グルテンフリーの
ヘルシーなこんにゃく麺を使用したローカロリーなラーメン

ハーフサイズラーメン

vegan gluten free ramen

vegan chili tomato ramen

￥680

ハーフサイズラーメン+Aセット

￥660
ラーメン+Aセット

￥860

￥760

￥960

・コーヒー　　￥100　　　
・薬膳スープ　￥100

・デザート　　￥100　　　
・サラダ　　　￥200
・ライス100g　￥100

（coffee,soup,rice)

各￥480

￥680

ハーフサイズラーメン+Bセット

ラーメン+Bセット

・餃子3ヶ　　￥180　　　
・餃子5ヶ　　￥300

ザーサイ炒めとベジ生姜焼き、
セロリをたっぷりトッピング！満足感アリ

野菜だしを使用した
あっさりながらもコクのある胡麻ベースのスープ

ショウガたっぷり使用したトマトベースのスープ
辛いというよりは身体が温まる感じの"チリ"です

 

カボチャのチリソース、台湾風ベジ唐揚げ、
セロリをたっぷりトッピング！

・ザーサイラーメン
・チリトマトラーメン

＊価格はすべて税込です
All prices are including tax.


