
クロックムッシュ プロヴァンス
Provence Croque-Monsieur

¥1,480　　/単品à la carte
赤ワイン風味の牛煮込み肉ときのこにマッシュポテトを重ね、
チーズをのせて熱々に焼き上げたフランスの代表的な家庭料理。

アシ パルマンティエ（パン付）
Hachis Parmentier (Beef and Potato Gratin) ※comes with bread

※牛煮込肉とマッシュポテトのグラタン

¥1,280　　/単品à la carte
ハムとベシャメルソース、チーズで焼き上げたクロックムッシュに、

ハーブのきいたトマトマリネを添えて。

LIGHT MEAL

※ All prices are tax included.   価格は税込です

¥1,280　　/単品à la carte
ぷりぷりの海老と香り豊かな自家製バジルソースのパスタ。

シュリンプバジルパスタ
Shrimps and Basil Pasta

¥1,480　　/単品à la carte
アンチョビ入りオイルベースの温製パスタとたっぷり野菜に、
ベーコン、スモークサーモン、アボカドをトッピングし、

自家製フレンチドレッシングで仕上げたサラダ感覚のパスタ。

ロクシタン サラダパスタ

L'OCCITANE Salad Pasta
※ with bacon,smoked salmon and avocado

SALAD & SOUP

※ All prices are tax included.   価格は税込です

Coffee or Tea
コーヒー又は紅茶

Set Drink + ¥200

Mini Salad or today's Soup
ミニサラダ又は本日のスープ

Side Dish + ¥300

鶏むね肉とフルーツのローカーボサラダ
ラズベリードレッシング（パン付）

Low Carb Salad of Chicken Breast,Citrus and Avocado,
Raspberry Dressing
※comes with bread

ヘルシーな鶏胸肉、オレンジ、グレープフルーツ、アボカド、卵、アーモンド、
野菜の低糖質なパワーサラダを

フルーティーなラズベリーピューレ入りドレッシングで。

¥1,480　　/単品à la carte

　　　スモークサーモンとアボカドのイモーテルサラダ
  レモン＆イモーテルドレッシング（パン付）

Smoked Salmon and Avocado Salad,Lemon and Immortelle Dressing
 ※comes with bread

¥1,480　　/単品à la carte
スモークサーモン・アボカド・ゆで卵に新鮮な野菜と

アーモンド・スパイシーな香りのイモーテルの花をあわせたお食事サラダ。

プロシュートサラダマルシェ
トリュフオイルドレッシング（パン付）

Prosciutto Salad, Truffle Oil Dressing
 ※comes with bread

¥1,480　　/単品à la carte
彩りよい12種の野菜とイタリア産プロシュートをあわせたお食事サラダ。

プロヴァンスの名産トリュフの香るドレッシングで。

鶏胸肉と野菜の
プロヴァンススープ（パン付）

Provence Soup with Chicken and Vegetables （with bacon）
 ※comes with bread

鶏胸肉と野菜、ベーコンをじっくり煮込んだスープにパスタを加え、ピストゥ（バジルソース）、
グリュイエールチーズで仕上げた風味豊かなプロヴァンススープ。

Fruits Shortcake
旬フルーツのガトーマルシェ

Crème Brûlée
クレームブリュレ

Mini Desser t + ¥300

摘みとった後も永遠に咲く花［イモーテル］入り。

¥1,380　　/単品à la carte

※ Limited to those who order food menu.

Seasonal Tiramisu
季節のティラミス



リッチチョコレートパフェ
Rich Chocolate Parfait

¥1,380
チョコレートブラウニー、生チョコ、

チョコレートアイス、
ホイップクリーム、ビスケット、

アーモンド、フレッシュラズベリーのパフェ。

ロクシタンスイーツ！スイーツ！
リセットセラムゼリーを主役に

L'OCCITANE Dessert Assortment
Strawberry Tiramisu, Crème Brûlée, 

RESET SERUM Jelly (Herbs and Fruits jelly), Fruits Shortcake

¥1,580
天然ハーブを使用した華やかなリセットセラムゼリーは、リラックスにも‼

[ストロベリーティラミス・クレームブリュレ・
リセットセラムゼリー（ハーブ＆フルーツゼリー）・フルーツガトーマルシェ]

ロクシタン
ティーパフェ

L'OCCITANE Tea Parfait

¥1,280
ロクシタンカフェ人気のティーメニューをパフェに。

アールグレイアイスクリーム・
ミルクティープリン・ハニーレモンティーゼリー・

オレンジ果実の組みあわせ。

ロクシタンベストセラーに
インスパイアされた

ハーブとフルーツのゼリー

ロクシタンで、甘いご褒美を。

※ All prices are tax included.   価格は税込です

チェリーブロッサムと
苺のパフェ

 Cherry Blossoms and Strawberry Parfait

¥1,480
旬の苺にほんのり塩味のきいた桜花アイス、

苺シャーベット、チェリームース、桜のゼリーをあわせ、
チェリー入りクリームチーズをあわせたクリームで

モンブラン仕立てに。

L'OCCITANE DESSERT

※ All prices are tax included.   価格は税込です

ストロベリーティラミス
Strawberry Tiramisu

¥980
旬の苺を使用した、

ほんのりビターで甘酸っぱいティラミス。

クレームブリュレ ロクシタン
L'OCCITANE Crème Brûlée

¥880
ロクシタンカフェ人気No1
ほろ苦いカラメルを割ると、

中にはバニラビーンズたっぷりの濃厚プリンが。

※Drinks ordered with dessert are discounted by 200 yen (including tax)
※Not applicable to alcoholic drinks

ドリンクセット
デザートとあわせてご注文いただいたアルコール以外のドリンクは、税込￥200円引きです

DRINK SET

ラベンダーベリー チーズケーキ
Cheesecake with Berries and Lavender Sauce

¥880
フランス産クリームチーズのレアチーズケーキに、

ラベンダー風味のベリーソースとフレッシュラズベリーのトッピング。

旬フルーツのガトーマルシェ
Seasonal Fruits Shortcake

¥880
旬の果実とハチミツの甘さが優しいクリームを
軽い食感のスポンジでサンド。



SPECIAL DRINK

TEA AU LAIT

宇治抹茶のアイスティーオレ。

アイス 抹茶オレ
Iced Uji Matcha au Lait

¥880

アールグレイティーとオレンジジュースに、
フレッシュオレンジをあわせて。

オレンジアイスティー
Orange Iced Tea

¥980
アールグレイにハチミツと

レモンをあわせたティーソーダ。

ハニーレモンティーソーダ
Honey Lemon Tea Soda

¥980

※ All prices are tax included.   価格は税込です

ストロベリーピューレ入りソーダにホイップクリームと
ローズアイスクリームをトッピングしたクリームソーダ。

※アイスクリームをバニラ変更できます

ストロベリー＆ローズ クリームソーダ
Strawberry and Rose Cream Soda

¥980

ベルガモットのロイヤルミルクティー。

アイス ティーオレ ロクシタン
 L'OCCITANE Iced Tea au Lait

¥880

宇治抹茶のティーオレ。

プレミアム抹茶オレ
Uji Matcha au Lait

¥880
生クリームをトッピングしたロイヤルミルクティー。

ティーオレ ロクシタン
L'OCCITANE Tea au Lait

¥880

ベルギー産ホワイトチョコとアーモンドミルクのホットチョコレートに
ホイップクリームとマシュマロチョコレートをトッピング。

アーモンドミルクのショコラショーブラン
Almond Milk White Hot Chocolate

¥980

※ All prices are tax included.   価格は税込です

アイス アールグレイティー  ¥780
Iced Earl Grey Tea

フレーバーティー（ポットサーブ） 各¥880
Flavored Tea (Pot Serve)

アールグレイ
Earl Grey Tea

アップル
Apple Tea

マスカットグリーンティー  ※ キウイ含む
 Muscat Green Tea  ※ including kiwi

FLAVORED TEA

¥880

ハーブティー（ポットサーブ） 各¥880
Herbal Tea (Pot Serve)

プロヴァンスハーブ
Provence Herbs

ローズ
Rose Blend

カモミール ジャスミン
Chamomile and Jasmine Blend  ※ including apple

HERBAL TEA

COFFEE

レモンヴァーベナ、オリーブリーフ、ローズマリー
リコリス、セージ

ローズレッド、ローズピンク
レモングラス、ハイビスカス

カモミール、ジャスミン、アップル
ローズヒップ、ジンジャー

ホワイトラム、レモン、ハチミツ、ミント、ソーダ

オーガニック コーヒー（ポットサーブ）
Organic Coffee (Pot Serve)

¥780
カフェオレ 
Café au Lait

¥780
アイス オーガニックコーヒー

Iced Organic Coffee

¥780
アイス カフェオレ

Iced Café au Lait

HOT ICED

ALCOHOLIC DRINK

¥980
モヒート ロクシタン
L'OCCITANE Mojito

COCKTAIL

¥780
ハートランド

Kirin HEARTLAND Beer

BEER


