
※当日の状況によって予告なくメニューを一部変更させていただくこともございますので予めご了承ください。
営業時間

11:00～17:00

なくなり次第終了

COFFEE AND SOFT
ランチタイム 11:00-14:00

カフェタイム 15:00-

17:00(L.O.16:45)

シェフのヒトサラ 11:00～14:00

デリ 11:00～14:00
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シェフのヒトサラ

デリ
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月 火 水 木 金

シェフのヒトサラ

デリ

13 14 15 16 17

月 火 水 木 金

シェフのヒトサラ

デリ

20 21 22 23 24

月 火 水 木 金

シェフのヒトサラ

デリ

27 28 29 30

月 火 水 木

シェフのヒトサラ

デリ

・大人気！唐揚げ弁当　¥800

・日替わり弁当各種　　¥850〜

・日替わりスープ　　　 ¥350

・セットスープ　　　　 ¥200

・お惣菜各種　　　　    ¥200〜

・お菓子各種　　　　　¥200〜

※仕入れ状況によりメニューが変わることがございます。

山田千尋シェフによるヒトサラ「シチリア風アーモンド入りポルぺッティ」

①疲労回復セット「塩茹で豚のネギ塩レモンソース丼」

②免疫力アップセット「彩りビビンバ丼」

③美肌セット「鶏天丼」

※それぞれに「ブロッコリーとツナの豆サラダ」「揚げなすとインゲンのクスクス」「人参のラペ」が付きます。

・大人気！唐揚げ弁当　¥800

・日替わり弁当各種　　¥850〜

・日替わりスープ　　　 ¥350

・セットスープ　　　　 ¥200

・お惣菜各種　　　　    ¥200〜

・お菓子各種　　　　　¥200〜

※仕入れ状況によりメニューが変わることがございます。

鈴木大輝シェフによるヒトサラ「参鶏湯定食」

TODAY'S CHOICE

le midi

TODAY'S CHOICE

le midi

・大人気！唐揚げ弁当　¥800

・日替わり弁当各種　　¥850〜

・日替わりスープ　　　 ¥350

・セットスープ　　　　 ¥200

・お惣菜各種　　　　    ¥200〜

・お菓子各種　　　　　¥200〜

※仕入れ状況によりメニューが変わることがございます。

TODAY'S CHOICE

石部具樹シェフによるヒトサラ「フランスのママの味🇫🇷  (アッシ パルマンティエ,ひとくちロールキャベツ 他)」

①疲労回復セット「自家製サルシッチャのジャンバラヤ風」

②免疫力アップセット「チキンカツ タルタルソース」

③美肌セット「牛肉のしぐれ煮の三色丼」

※それぞれに「ごぼうと水菜のサラダ」「トマトとオクラのナムル」「人参のラペ」が付きます。

・大人気！唐揚げ弁当　¥800

・日替わり弁当各種　　¥850〜

・日替わりスープ　　　 ¥350

・セットスープ　　　　 ¥200

・お惣菜各種　　　　    ¥200〜

・お菓子各種　　　　　¥200〜

※仕入れ状況によりメニューが変わることがございます。

①疲労回復セット「塩茹で豚のネギ塩レモンソース丼」

②免疫力アップセット「彩りビビンバ丼」

③美肌セット「鶏天丼」

※それぞれに「ブロッコリーとツナの豆サラダ」「揚げなすとインゲンのクスクス」「人参のラペ」が付きます。

・大人気！唐揚げ弁当　¥800

・日替わり弁当各種　　¥850〜

・日替わりスープ　　　 ¥350

・セットスープ　　　　 ¥200

・お惣菜各種　　　　    ¥200〜

・お菓子各種　　　　　¥200〜

※仕入れ状況によりメニューが変わることがございます。

加藤俊之シェフによるヒトサラ「グルテンフリーヴィーガン野菜サラダプレート」

（未定）

田辺 蓮シェフによるヒトサラ「烏賊のセート風煮込み」

①疲労回復セット「自家製サルシッチャのジャンバラヤ風」

②免疫力アップセット「チキンカツ タルタルソース」

③美肌セット「牛肉のしぐれ煮の三色丼」

※それぞれに「ごぼうと水菜のサラダ」「トマトとオクラのナムル」「人参のラペ」が付きます。

le midi

TODAY'S CHOICE

le midi

TODAY'S CHOICE

le midi

・デリ3種＋ごはん 900円

・日替わりおにぎり 1個 135円

数量限定。デリについては13時以降は30%OFF(おにぎりは除

外）。

EATLAB!!!週替りメニュー表 | 2022/6/1～2022/6/30

店舗名 金額（税込） 備考

le midi

TODAY'S CHOICE

・お弁当各種　800円〜

・スープ　　　200円〜

・お惣菜各種　200円〜

・お菓子各種　200円〜

【ランチタイム(11:00-14:00)食事購入者限定】下記ドリンクが200円の
割引価格でご購入いただけます。
対象商品：コーヒー/アイスコーヒー/紅茶/アイスティ/自家製スープ

【カフェタイム(11:00-17:00)】

・ドリップコーヒー Sサイズ 300円 / Lサイズ 350円

・アイスコーヒー/アイスティ  350円

・カフェラテ（ホット/アイス） 400円

・紅茶 Sサイズ 300円 / Lサイズ 350円

・ティラテ（ホットのみ）400円

※ご自身のマグカップやタンブラーをお持ちいただいたお客様には20
円の割引サービスいたします。ぜひご持参ください。

・北海道ミルクの濃厚ソフトクリーム / シューアイス  各350円

・コーヒーフロート/ティフロート 400円 /ラテフロート 450円

【オフィス向けコーヒーポットサービス】
・約8杯分  1,800円
ミーティングや来客時にあわせて、抽出したてのドリップコーヒーを
ポットでご用意いたします。

※コーヒーは、お店で自家焙煎した豆を使い、ご希望の方には一杯ず
つハンドドリップして提供いたします。

※【毎週金曜日はアイスの日！】毎週金曜日15時から「シューアイ

ス」が100円引きになる特別割を行なっています。

※ドリンクやソフトクリームを販売するだけではなく、店内キッチン
で焼いているお菓子の販売や、都内近郊のパン屋さんのパンのお取り
寄せ販売などもあります。おやつタイムにぜひご利用ください。

1,000円 数量限定。13時以降は30%OFF。



「いつものお昼にワンランク上の彩りを」フレンチのシェフが作る本格お弁当

メニュー
※その他シェフの気まぐれでメニューが追加される事もございます。ぜひ店頭で直接ご覧ください。

□ 大人気！唐揚げ弁当      　 　　    800円 
□ 日替わり弁当各種　　　　 　 　  850円～ 
□ 日替わりスープ 　　　　　　　   350円 
□ セットスープ　　　　　              200円 
□ お惣菜各種   　　　　　　　　    200円～ 
□ お菓子各種                                   200円～

※価格は全て税込です



今日の自分の体調や気分にあわせて選べる3タイプ
Deli

デリ弁当 900円 (税込)

6月13日(月)～6月24日(金)

5月30日(月)～6月10日(金)

【セット】+200円で、コーヒー、紅茶、または自家製スープをご注文いただけます

美肌セットBeauty疲労回復セットRecovery 免疫力UPセットSupport

美肌セットBeauty疲労回復セットRecovery 免疫力UPセットSupport

※上記セットには、それぞれに下記の副菜がつきます。 
ごぼうと水菜のサラダ/トマトとオクラのナムル /人参のラペ

自家製サルシッチャの 
ジャンバラヤ風

牛肉のしぐれ煮の 
三色丼

チキンカツ  
タルタルソース

※上記セットには、それぞれに下記の副菜がつきます。 
ブロッコリーとツナの豆サラダ/揚げなすとインゲンのクスクス/人参のラペ

塩茹で豚の 
ネギ塩レモンソース丼

鶏天丼 彩りビビンバ丼



週替わり「シェフのヒトサラ」  1,000円(税込)

山田千尋
シチリア風アーモンド入り 
ポルぺッティ
＋レモンバターライス、キノコのバルサミコ
マリネ、日替わりサラダ、スープ

Plate

シェフ

6月 20日(月)～6月24日(金)

鈴木大輝 シェフ

発酵コリアン料理 
参鶏湯定食
サムゲタン、豚の生姜焼き、夏野菜のナム
ル、キムチ、無農薬五分搗玄米

田辺 蓮
烏賊のセート風煮込み
＋ターメリックライス、じゃがコーン和え、
サラダ、スープ

シェフ

6月 13日(月)～6月17日(金)

6月 6日(月)～6月10日(金)

加藤俊之
グルテンフリー 
ヴィーガン野菜サラダプレート
野菜カレー、発芽酵素玄米、野菜のピクルス、 
人参くるみサラダ、豆乳ポテトサラダ、有機野菜 
サラダ、ミネストローネスープ

シェフ

6月 27日(月)～7月1日(金)



DRINK / ドリンク 
・自家焙煎豆のプレミアムコーヒー　　　　　　 
・ハンドドリップコーヒー(豆が選べます）　　　　　　　　　　　　　 
・デカフェ（カフェインレス） 
・アイスコーヒー 
・カフェラテ（ホット/アイス） 
・紅茶 または ルイボスティ 
・アイスティ 
・ティラテ（ホットのみ）　　   

SOFT CREAM / ソフトクリーム 
・北海道ミルクの濃厚ソフトクリーム  (カップのみ) 　　   　     　  350円　※ソースやトッピングはご自由に！ 
・シューアイス (シュー生地に濃厚ソフトクリームをサンド)　　            　　　350円　 
・コーヒーフロート/ティーフロート 　　　　　　　　　　　　 400円  

【オフィス向けコーヒーポットサービス（ホット/アイス）】  
・約8人分(2リットルの保温/保冷ポットにいれてお渡し）          　    1,800円  

ご自身のマグカップやタンブラーをお持ちいただいたお客様には 20円の割引 サービスをいたします

ミーティングや来客時にあわせて、抽出したてのドリップコーヒーをポットでご用意いたします。 
抽出に時間がかかりますので、事前にご予約いただいたほうがお待たせしません。ご予約はスタッフまで！

LINEのポイントカードを使って 
10ポイント貯めるとお好きな 
ドリンクorソフトをプレゼント

LINE公式アカウント

350円　※3分ほどお時間がかかります 
350円　※3分ほどお時間がかかります 
350円 
400円　※牛乳/豆乳/オーツミルクから選択可　 

350円　　 
400円　※牛乳/豆乳/オーツミルクから選択可

S 300円/ L 350円

S 300円 / L 350円
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