辛さの目安

OPEN 11:00 CLOSE 17:00
[L.O 16:30]

※メニュー内容は予告なく変更となる場合がございます。
※メニュー内容により順番が前後する場合がございます。

辛

喫茶室 クレア MENU

※食物アレルギーをお持ちの方は
注文の際にスタッフにおたずね下さい。

営業日：土曜日、日曜日、祝日

※辛さの感じ方には個人差があります

マレーシア風チキンカレー ￥800
Malaysian chicken curry

本場マレーシアの味を再現し
ココナッツで仕上げたチキンカレー
ドリンクセット

ガパオライス

￥1100

Gaprao rice

￥800

タイ料理 鶏ひき肉と野菜ナンプラーや
香辛料が入った独特の一皿
ドリンクセット

￥1100

グリーンカレー

Green curry

￥800

ココナッツミルクでまろやかに仕上げた
チキン入りタイ風グリーンカレー
ドリンクセット

ナシゴレン

↑

Samarinda curry

ドリンクセット

￥800

パッタイ

マレーシア料理のひとつ 炒めたライス
にエビや甘辛いソースをからめたチャーハン
￥1100

￥800

スパイシーな辛味にほどよい甘味と酸味が
調和した、爽やかな南国風味のビーフカレー

￥1100

Nasi goreng

ドリンクセット

サマリンダカレー
ボルネオ最大の
都市の名前

White curry

ドリンクセット

￥700

お子様セット

タイ料理
米粉でつくった麺と野菜の焼きそば
￥1000

セット ドリンク +￥300
◆コーヒー（アイス / ホット）
◆オーガニックコーヒー（アイス / ホット）
◆カフェインレスコーヒー（アイス / ホット）
◆紅茶（アイス / ホット）
◆ブルーフラワーハーブティー（アイス / ホット） ※レモンで色が変わります
◆オレンジジュース
◆りんごジュース
◆グァバジュース

￥800

ココナッツミルクやバターで仕上げた
スパイシーな香りのチキンカレー

￥1100

Pad thai

ドリンクセット

オモシロイカレー

￥1100

￥500

Kidʼs lunch
・リンゴとはちみつの甘口カレー
・ポテト
・チキンナゲット
・ゼリー
・オレンジジュース

※ドリンクセット不可

◆ナン単品
￥200
◆半ライス
￥100
◆ライス大盛り +￥100

喫茶室 クレア MENU

パンケーキマンゴー
チョコレートソース ￥600
Pancake mango chocolate sauce
ドリンクセット ￥900

アップルパイ

￥500

アップルパイ

￥500

Gaprao rice
Apple pie

ドリンクセット

￥800

※食物アレルギーをお持ちの方は
注文の際にスタッフにおたずね下さい。
※メニュー内容は予告なく変更となる場合がございます。
※メニュー内容により順番が前後する場合がございます。

パンケーキストロベリー

Pancake strawberry sauce
ドリンクセット

￥900

フォンダンショコラ

Fondant chocolat

ドリンクセット

￥600

￥500

￥800

パンケーキ

OPEN 11:00 CLOSE 17:00
[L.O 16:30]
営業日：土曜日、日曜日、祝日

￥500

Pancake maple syrup
※メープルシロップ別添え
ドリンクセット ￥800

マンゴープリン

Mango pudding

ドリンクセット

￥400

￥700

セット ドリンク +￥300
◆コーヒー（アイス / ホット）
◆オーガニックコーヒー（アイス / ホット）
◆カフェインレスコーヒー（アイス / ホット）
◆紅茶（アイス / ホット）
◆ブルーフラワーハーブティー（アイス / ホット） ※レモンで色が変わります
◆オレンジジュース
◆りんごジュース
◆グァバジュース

アイスクリーム バニラ
Ice cream vanilla

￥350

※ドリンクセット不可

トルティーヤチップス & ナゲット ￥400
（スイートチリソース）

Tortilla chips & nuggets with sweet chili sauce
ドリンクセット ￥700

喫茶室 クレア MENU
コーヒー（アイス / ホット）
Coffee（Iced/Hot）

￥400

オーガニックコーヒー（アイス / ホット）
Organic coffee（Iced/Hot）

￥400

カフェインレスコーヒー（アイス / ホット）
Decaffeinated coffee（Iced /Hot）

￥400

紅茶 レモン / ミルク（アイス / ホット）
Tea with lemon or milk（Iced /Hot）

￥400

※食物アレルギーをお持ちの方は
注文の際にスタッフにおたずね下さい。
※メニュー内容は予告なく変更となる場合がございます。
※メニュー内容により順番が前後する場合がございます。

￥400

オレンジジュース
Orange juice

￥400

グァバジュース
Guava juice

￥400

営業日：土曜日、日曜日、祝日

タピオカ
Tapioca

マンゴーミルク ￥500
Mango milk

ミルクティー ￥500
Tea with milk

※タピオカをご注文のお客様へ
お召し上がりの際、タピオカを一気に吸い込みますと喉に詰まらせる
可能性がございますのでご注意下さい

ブルーフラワーハーブティー（アイス / ホット） ￥400
レモンを入れると色が変わります
Blue ﬂower herb tea（Iced /Hot）
Color-changing herb tea

りんごジュース
Apple juice

OPEN 11:00 CLOSE 17:00
[L.O 16:30]

フローズンドリンク抹茶 ￥500
Frozen Drink Matcha green tea

フローズンドリンクショコラ ￥500
Frozen Drink Chocolate

フローズンキャラメルマキアート ￥500
Frozen Caramel Macchiato

アルコール
Alcohol

※この後運転される方及び未成年者へのアルコールの販売はいたしません。

※喫茶室クレアでは、環境に配慮してプラスチックストローの提供を終了いたしました。
※ストローが必要なお客様には、紙ストローを 1 本 10 円で販売しています。
スタッフまでお申しつけください。

高島平ビール ￥800
Takashimadaira beer
シンハー ￥600
SINGHA
コロナ ￥600
Corona Extra

トルティーヤチップス & ナゲット
（スイートチリソース）￥400
→アルコールセット ￥300

