
All prices are inclusive of tax  　 上記は税込み価格です

Breakfast

Shakshuka

Spicy tomato sauce served in a hot skillet topped with 
two poached eggs, fresh tomatoes and peppers, served 
with homemade sourdough bread 
スキレットで炒めたスパイシーなトマトソース、 
ポーチドエッグ（２個）、フレッシュトマトとパプリカ乗せ,         
サワーブレッドトースト。 

シャクシュッカ

Full English Breakfast 
Homemade bacon & sausage, grilled tomato, 
smokey baked beans, hash brown, fried egg, toast, 
salad 
手作りソーセージと薫製ベーコン、焼きトマト、 目玉焼
き、 ハッシュドポテト、トースト、サラダセット。

フル  イングリッシュ  ブレックファースト

Please allow 10-15 minutes cooking time.  
調理に10～15分位かかります 
Last order at 10:45　ラストオーダー10:45 

¥1100

Omelette, toast & salad set
Choose two from the following  
(Cheddar cheese, Mushroom, Ham, Onion, Tomato)  
For each additional item, add ¥50.

オムレツセット

お好きなトッピングを2つお選び下さい。 
(チェダーチーズ、マッシュルーム、ハム、玉ねぎ・トマト） 
3つめ以上は+50円で追加できます！

¥700
salad 
set

salad 
set

Saturday 8:00 - 11:00 (L.O)

単品　¥850 
サラダセット・Salad Set   + ¥150  

Vegetarian 

Friendly



All prices are inclusive of tax  　 上記は税込み価格です

Breakfast
  Saturday 8:00 - 11:00 (L.O)

¥1100 
The Continental 
ザ　コンチネンタル

Homemade bread, selection of cheese, hams and 
cured meats, boiled egg, yoghurt and honey, 
homemade jam, salad set 
手作りパン、チーズとハムのセレクション、茹でた卵 
ヨーグルトとハチミツ、手作りジャム、サラダセット

salad 
set

Egg breakfast
Your choice of egg　(boiled, poached, scrambled (+¥50), fried), a slice of toast

エッグ ブレックファースト

ポーチドエッグ or 茹でた卵 or スクランブルエッグ (+¥50) or 目玉焼き  +トースト1枚

¥320

Turkish Çilbir
トルコのチュルブル     ¥1050 

Two poached eggs served on Greek Yoghurt drizzled 
with a garlic, cumin, mini tomato and chili butter 
served with homemade sourdough bread.  
Anthony’s Favourite breakfast 

ポーチドエッグ2コ、ギリシャヨーグルト，ニンニク，ミニ　
トマト，クミンとチリペッパーのバターソースのせ，自家製
サワーブレッドトースト。 
アントニーの一番好きなブレックファースト

Vegetarian 

Friendly

Vegetarian 

Friendly



All prices are inclusive of tax  　 上記は税込み価格です

他に　Extras 

目玉焼き追加     Extra fried egg   ¥200 
ミニサラダ    Mini salad  　   ¥200　　 
トースト追加 　　 　 　　 　 Extra slice of toast   ¥130 
手作りサワードブレッド  Extra slice of sourdough      ¥150 
手作りソーセージ一個   Extra sausage   ¥250 
薫製りベーコン 一枚   Extra slice of bacon   ¥180 
手作りロールパン   Homemade bread roll  ¥200

                             ドリップコーヒー           Drip Coffee   (ICE/アイス + ¥50) 
**Please choose your preferred coffee bean (BITTER/SOUR/De-Caffe)
*コーヒー豆で選んでください　（深煎り・浅煎り・カフェインレス） 

  
紅   茶   　Tea *  

*Please choose from our tea selection in the drinks section 
*紅茶のセレクションの中で選んでください 

オレンジジュース             Orange Juice 
リンゴジュース　    Apple juice 

         ミルク　 Milk (Hot/Cold) 

ブレックファーストドリンクセット　Breakfast Drink set 各 ¥250 

Pumpkin soup     
かぼちゃスープ

単品 
パンセット 
パン・サラダセット

Soup only 
Roll set 
Roll & salad set

¥500 
¥600 
¥700

Soup - スープ

Breakfast
  Saturday 8:00 - 11:00 (L.O)

Vegetarian 

Friendly



All prices are inclusive of tax  　 上記は税込み価格です

Lunch
Sat  11:30 - 15:00 (L.O)

今週のパスタ  This week’s Pasta

Squid ink and flounder katsu rolls
イカ墨バーガー（タルタルソース） ¥1,200salad 

set

単品　Only 
サラダセット　Salad set 
大盛り　Large 

¥980   Kid’s Size  ¥600 
¥1,100 
＋¥300 

Squid ink rolls, breaded flounder, tomato, tartare sauce, 
TREE’S original chips 

オリジナルイカ墨パン、カレイかつ、タルタルソース、 
TREEのオリジナルポテトフライ

BLT sandwich, crispy salad
BLTサンド

¥900salad 
set

Grilled smokey bacon, tomato, crispy lettuce & mayonnaise, 
sandwich 

薫製ベーコン、トマト、レタス　サンド、サラダセット

アボカド  Avocado ＋¥100

Homemade falafel
ファラフェル ¥1150

Chickpea and cumin dumplings, pickled red cabbage, grilled 
aubergine, humus, tzatziki, tomato salsa, carrot and raisin salad, 
TREE’S original chips 
ひよこ豆のコロッケ、漬け物、なすサラダ、フムス、ヨーグルトと 
きゅうりのソース、TREEのオリジナルポテトフライ、サラダセット 

         　　　

salad 
set アボカド  Avocado 

追加トルティーヤ　１枚 
Extra Tortilla wrap

＋¥100

＋¥150

Vegetarian 

Friendly



All prices are inclusive of tax  　 上記は税込み価格です

Lunch

Open Sandwich 
オープンサンドイッチ ¥1150

Our open sandwich menu changes weekly so please check out 
what’s this week’s menu & bread. Our open sandwiches are served 
with a carrot rappe and pickled red cabbage along with our house 
salad.  
トッピングやパンのメニューが週ごとに変わるオープンサンドイッチ。人参
ラペと赤キャベツ，ツリーオリジナルサラダが付きます。

Greek Meze
ギリシャ メゼー ¥1300

A selection of Greek Cypriot food including homemade 
‘pastourma’ spicy beef sausages, Greek salad, chicken kebabs, 
homemade pitta bread, spinach and feta cheese parcel, cod 
roe sauce, humus & tzaziki 
ギリシャ料理のセレクション。自家製ピリ辛ビーフソーセージ、チキン
ケバブ、自家製ピタブレッド、ほうれんそうとフェタチーズの春巻き、
明太子ソース、フムス、ヨーグルトときゅうりのソース

Sat  11:30 - 15:00 (L.O)

Middle Eastern Tasting Platter
中東料理テースティングプレート 

¥1350

salad 
set

Lebanon - Labneh (Hung Yoghurt), with warm mini tomatoes, toasted 
sourdough, chilli and oregano.  Iran - Persian style Couscous with 
saffron, raisins, cumin and cardamon. Palestinian - Humus with cumin 
scented whole chickpeas, olive oil, pine nuts and garlic crisps. Turkey - 
Imam Biyaldi (Sautéed aubergine with peppers, cumin and tomato). 
Israel - Baby spinach, sumac, pitta croutons, date & almond salad   

レバノン - ラブネ（濃厚ヨーグルト)にミニトマト、サワドーブレッド、チリ、オ
レガノ　イラン - ペルシアスタイルのクスクス（サフロン、レーズン、クミン、
カルダモンと一緒に炊いたもの）　パレスチナ - フムス（ひよこ豆、クミン、オ
リーブオイル、パインナッツ、ガーリックチップス）　 トルコ - イマンビヤル
ディ（ソテーしたナス、パプリカ、クミン、トマト）　イスラエル - サラダほう
れん草、スマク、クルトン、デーツ、アーモンドサラダ                                     

Vegetarian 

Friendly



All prices are inclusive of tax  　 上記は税込み価格です

Lunch

Pumpkin soup     
かぼちゃスープ

単品 
パンセット 
パン・サラダセット

Soup only 
Roll set 
Roll & salad set

¥500 
¥600 
¥700

Soups - スープ
Vegetarian 

Friendly



All prices are inclusive of tax  　 上記は税込み価格です

Lunch

¥300

ポテトフライ               TREE’S original potato chips  
(ケージャンスパイス)                        (Cajun spiced) 

¥300

他に　Extras

    チーズポテトフライ 
（チーズ、マヨネーズ、トマトサルサ）

¥450

ハラペーニョ       Jalapeños ¥50

¥400 

ミニシーザーサラダ   ¥420 

Humus, aubergine & grilled 
sourdough bread 

        Mini salad 
(Grilled aubergine, cherry tomatoes, 

balsamic vinegar)

   Mini Caesar Salad 
（Big size / 大盛り    ¥800)

　      ミニサラダ   
（焼きなす、ミニトマト、バルサミコ酢）         

  Cheesy potato chips 
(Cheese, mayonnaise & tomato salsa) 

Extra Sauces・ソース追加 
Humus/Tzaziki/Taramasalata
フムス・ヨーグルトときゅうりのソース・明太子ソース
Ketchup/Jalapeno mayonnaise/tomato salsa
 ケチャップ・ハラペーニョマヨネーズ・トマトサルサ ¥50

フムス, 焼きナス,グリルド 
サワードブレッド            

¥150 Grilled sourdough bread グリルド サワードブレッド            

¥150

Deep fried Mozzarella sticks (5pcs) 
(with tomato salsa) 

揚げたモッツァレラチーズ
スティック（５本） 
(トマトサルサ付き） 

¥550 

Vegetarian 

Friendly



All prices are inclusive of tax  　 上記は税込み価格です

ドリップコーヒー 

ランチドリンクセット　Lunch Drink set 各 ¥350

Drip Coffee (ICE/アイス + ¥50) 

**Please choose from our tea selection in the drinks section
*紅茶のセレクションの中で選んでください

Lunch Drink Set

リンゴジュース  

レモネードソーダ 

ミックスベリーソーダ 

ジンジャーエール 

エルダーフラワー＆ミント 

コカコーラ

Apple juice 

Lemonade soda 

Mixed berry soda 

Ginger ale 

Elderflower & mint 

Coca-Cola

アルコールのご用意もありますのでスタッフにお尋ねください。　 
Alcohol is available. Please ask staff for the menu.

紅茶 Tea** 

**Please choose your preferred coffee bean (BITTER/SOUR/De-Caffe)
*コーヒー豆で選んでください　（深煎り・浅煎り・カフェインレス）



All prices are inclusive of tax  　 上記は税込み価格です

Drinks

ドリップコーヒー     ＊＊Drip Coffee  (HOT / ICE +¥50) ¥400

Coffee

アメリカーノ     Americano  (HOT / ICE+¥50) ¥400

カフェラテ      Café latte  (HOT / ICE) ¥450

¥480フラットホワイト            Flat white

エスプレッソ 　　   Espresso   (Double/ダブル　＋￥５０） ¥350

フラッペ      Greek style frappé ¥450

塩キャラメルマキアート    Salt caramel macchiato  (HOT / ICE) ¥480

ヨークシャーティー   Yorkshire tea  (HOT / ICE) ¥400

Tea

アールグレイ    　 Earl grey tea  (HOT / ICE) ¥400

デカフェティー    De-caffe Yorkshire tea  (HOT / ICE) 
ヨークシャーティー 

¥400

English breakfast tea (HOT / ICE) ¥400

《ドリンク２杯目から100円引き》

ギリシャ風チャイティー   　　 Greek style Chai Tea (Hot only) ¥450 

フォートナム＆メイソン　 
ティーボックスセレクション 

¥400

イングリッシュ 
ブレックファーストティー 

Fortnum and Mason Tea 
Box selection　(Hot ONLY)

**Please choose your preferred coffee bean (BITTER/SOUR/De-Caffe)
*コーヒー豆で選んでください　（深煎り・浅煎り・カフェインレス）

ジンジャーブレッドラテ 　Gingerbread Latte       ¥550 



All prices are inclusive of tax  　 上記は税込み価格です

《ドリンク２杯目から100円引き》

Drinks

レモネードソーダ    Lemonade soda ¥480

Additional Drinks

ミックスベリーソーダ　　Mixed berry soda ¥480

ジンジャーエール    Ginger ale ¥480

ホットレモネード　　　Hot lemonade ¥480

ホットジンジャー    Hot ginger ¥480

キッズアップルジュース　　Kids apple juice ¥100

アルコールのご用意もありますのでスタッフにお尋ねください。　 
Alcohol is available. Please ask staff for the menu.

 アップルジュース           Apple juice ¥400

エルダーフラワー＆ミント   Elderflower & mint ¥480

コカコーラ　　   Coca - Cola ¥400



All prices are inclusive of tax  　 上記は税込み価格です

Smoothies

アップル・ジンジャー・ほうれん草のスムージー

¥540 
Apple, Ginger and Spinach Wake Up Juice

バナナ、チョコレートとバニラアイスの スムージー

¥580

Banana, Chocolate and Vanilla Ice Cream

ミックスベリー、ヨーグルトとバニラアイスのスムージー

¥550 
Mixed Berry , Yoghurt & Vanilla Ice-Cream 
Smoothie

ターメリック、チーアシード、バナナ、アーモンドミルク
＆メープルシロップののスムージーの

¥600 
Turmeric, Chia seeds, Banana, Almond Milk & 
Maple Syrup

ごまシロップ、ピーナッツバター、バニラアイス、タヒニ

¥600

Seasame syrup, Peanut butter, Vanilla ice-cream, 
and Tahini paste



All prices are inclusive of tax  　 上記は税込み価格です

キャロットケーキ 
Carrot Cake

単品   ¥380

British style carrot cake (pecan nuts, cream cheese sauce, 
carrots and cinnamon) 
イギリス風キャロットケーキ（ピーカンナッツ、クリームチーズソー
ス、人参とシナモン）

キャロットケーキ & ティーセット                       ＋¥200 
Carrot Cake & tea set　 
　       　　　 
キャロットケーキ & ドリップコーヒーセット             ＋¥300 
Carrot Cake & drip coffee set    　(ICE・アイス　+¥350)　　　 

**Please choose your preferred coffee bean (BITTER/SOUR/De-Caffe)
*コーヒー豆で選んでください　（深煎り・浅煎り・カフェインレス）

  バナナケーキ & ティーセット　　　　      
   Banana Cake & tea set　 　　 　　　　＋¥200 

 バナナケーキ & ドリップコーヒーセット  
  Banana Cake & drip coffee set    　　　　＋¥300 
          (ICE・アイス 　　    +¥350) 

**Please choose your preferred coffee bean (BITTER/SOUR/De-Caffe) 
*コーヒー豆で選んでください　（深煎り・浅煎り・カフェインレス）

くるみとメイプルシロップのバナナケーキ 
Banana, maple syrup and walnut cake

単品　¥350

Sweets



All prices are inclusive of tax  　 上記は税込み価格です

Sweets

チョコレートサンデー 
Chocolate sundae
Chocolate, vanilla ice cream, chocolate sauce

ベリーサンデー 
Berry sundae

¥500

Fresh cream, vanilla ice cream, mixed berry sauce

チョコレートブラウニー（2 個） 
Chocolate brownie (2 pieces) 

Chocolate brownie with berry sauce and whipped 
cream 
チョコレートブラウニーとベリーソース

¥350

スコーン 
Fluffy British scones 
With whipped cream & homemade jam 
ホイップクリームと手作りイチゴジャム付

単品   ¥380

スコーン & ティーセット　    ＋¥200 
Scone tea set　 
スコーン & ドリップコーヒーセット  ＋¥300  
Scone drip coffee set　 (ICE・アイス           + ¥350) 

**Please choose your preferred coffee bean (BITTER/SOUR/De-Caffe) 
*コーヒー豆で選んでください　（深煎り・浅煎り・カフェインレス）

パクラヴァ＆キプロスコーヒーセット 
Baklava & Cypriot coffee set 

A Traditional Cypriot dessert (filo pastry filled with pistachio nuts, rose 
water & cinnamon syrup) served with a bitter Cypriot coffee made over fire. 

伝統的なキプロススイーツ（フィーロペーストリー、ピスタチオ、ローズウォーター
＆シナモンシロップ）キプロスの苦みコーヒーと一緒にお楽しみください。 

Extra Baklava    ¥350 per piece 
追加パクラヴァ   ¥350　一個 

¥500

¥700



All prices are inclusive of tax  　 上記は税込み価格です

Christmas Sweets Menu


