
ドリンク・メニューDr ink
ドリンクセットのお飲物はこちらからお選びください。
For Drink of Set  Menu, Please Choose One Kind from The Below.

表示価格は、お飲物を単品でご注文された場合
The Indicated Price Means The Case 
When Ordering a Drink by a Single Item.

セットに付くライス、ナン、チャパティは 以下のバラエティタイプに変更できます。＋¥250で

ガーリックナン
or チャパティ
Galic Nan or Chapati

（単品）¥600 

ベジタブルナン
or チャパティ
Vegetable Nan or Chapati

（単品）¥600

カブリナン（甘いナン）
Kaburi Nan

（単品）¥600

ハニーチーズナン
Honey Cheese Nan

（単品）¥600

セサミナン
Sesami Nan

（単品）¥600

ガーリックチーズナン
Galic Cheese Nan

（単品）¥600

ノーマルタイプを単品でご注文の場合

ナン Nan ¥350 ／ チャパティ Chapati ¥350 ／ ライス Rice ¥250

ジェラライス Jeera Rice ¥300 ／ ターメリックライス Turmeric Rice ¥300

パニール チャパティ Paneer Chapati （単品）¥600

ハニー チャパティ Honey Chapati （単品）¥600

ツナクルチャ Tuna Kulcha （単品）¥600

その他

ブレンドコーヒー
（ホット/アイス） Coffee (Hot/Ice)

¥550

紅茶 レモン(Lemon)/ミルク(Milk)

（ホット/アイス） Tea (Hot/Ice) ¥550

チャイ
（ホット） Chai (Hot)

¥550

茶葉に生姜や各種ハーブをブレンド
して煮出した、インド風のミルクティー。

白川茶に岐阜県産の柚子をブレンド。

美濃白川ゆず茶 （ホット）

Yuzu Brended Mino-Shirakawa
Green Tea（Hot)

¥550

和紅茶 カモミール
Japanese Black Tea Chamomile

¥550

タマリンド／パッションフルーツ／バジルシード ジュース
Juice(Tamarind or Passionfruit or Basil Seed)

各¥550

ペプシコーラ Pepsi Cola ¥550

100％ジュース（オレンジ/グレープフルーツ）
100% Juice(Orange or Grapefruit) 各¥550

ドリンクセットの価格にプラス２００円

本格サイフォン式コーヒー
（ホット） Siphon Coffee (Hot)

●いしぐれ珈琲さん

お薦めの豆を使用

Ishigure Coffee’s 

Recommendations

¥750

ベトナムコーヒー
（ホット/アイス）

Vietnam Coffee (Hot/Ice)

¥750

ベトナム独特のフィルターを使って、一滴
一滴丁寧に抽出。練乳とともにどうぞ。

ドリンクセットの価格にプラス１００円

手づくりジンジャーエール
（ホット/アイス）

Homemade Ginger Ale (Hot/Ice)

¥650

丁寧にすりおろしたジンジャーに
蜂蜜とスパイスをブレンド。

ラッシー Lassi

プレーン(Plain)/マンゴー(Mango)/

カシス(Cassis)/ベジタブル(Vagetable)

当店の自家製ヨーグルトで手づくりしています。

¥650

こちらからも

お選びいただけます

烏龍茶（アイスのみ）

Oolong Tea (Ice Only)
¥550

¥550カシスオレンジ
Cassis Orange

ノンアルコールビール
Non-Alcoholic Beer

¥550ノンアルコール

ドリンク

生クリームとともにどうぞ。

表示されている価格はすべて税込です。
All Prices Include Tax. 



系列店のご案内

季節のお花や音楽と、多彩なインド＆創作アジアン料理

神奈川県足柄上郡大井町金手１５番４-Ｂ

tel. 0465-83-0113
営業時間 ８：００ー２３：００ 水曜定休

アジアン・ハーバル・カフェ

ＳＯＬＡ大井松田店

Dessert

フルーツ ドーサ
Fruit Dosa ¥600

チョコレート ドーサ
Chocolate Dosa ¥600

ハニーバトラ
Honey Batura

¥600

ぷっくり揚げたナンに、ギーという
バターをブレンドした蜂蜜をかけました。

デザート プリ
Desert Puri

¥600

小麦の全粒粉でつくった生地を揚げた
プリにシナモンをトッピング。

インド料理のドーサにフルーツや
チョコを入れてデザートにしました。

チェー Chè ¥450
ベトナムで誰からも愛される
ローカルスイーツの代表格。

時期によって内容が変わります。

クルフィー Kulfi

¥450

岐阜市此花町６ -１２
（本荘小学校 東）

広々とした店内で、

ゆったりくつろぎながら

本場の一流シェフによる

インド＆アジアン料理を

ラサマンダ

＆ ＳＯＬＡ

終日、カフェとして

ご利用いただけます。

年中無休モーニング／９時～１１時

｜ランチ／１１時～１７時

｜ディナー／１８時～２３時

モーニングサービス
あります！

サロンプラナスペース

インドの伝統予防医学アーユルヴェーダに

基づくヘナと足ツボマッサージ

予約Ｔｅｌ. 

058-242-9180

岐阜市此花町６ -９
ラサマンダ＆ＳＯＬＡ前

｜営業時間／１０時～１８時

｜月曜定休（祝日は除く）
メニュー等詳細はこちら

（ホームページ）をどうぞ。

水耕栽培で安全に育てた自家製の

新鮮野菜をふんだんに使用しています。

アジアン料理のパクチーを

はじめとしたハーブや、

サラダのレタスなどで、

存分に味わってください。

ラサマンダ＆ＳＯＬＡ店舗（岐阜市本庄）
に併設の栽培室で育てています。

Tel. 058-242-9133

表示されている価格はすべて税込です。
All Prices Include Tax. 

ドーサロール
Dosa Roll 

¥550

インド料理のドーサでバナナを
丸ごと包みデザートにしました。


