APPETIZER
WARM MARINATED OLIVES GF/VG 800
温かいオリーブのマリネ

TRUFFLE FRIES VG 1,100
トリュフフライ

CHEESE PLATE

3kinds cheese & crackers.

チーズプレート

1,200

３種のチーズ＆クラッカー

SWEET POTATO FRIES
スイートポテトフライ

Rosemary & garlic. VG

900

ローストガーリック、ロケット

PROSCIUTTO & MIMOLETTE CHEESE 950
生ハムとミモレットチーズの盛り合わせ

SMOKED SALMON & VEGETABLE STICK
スモークサーモンと野菜スティック

CHIPS & SALSA
チップス&サルサ

Corn tortillas, ﬁre-roasted salsa. VG

1,000

750

コーントルティーヤ、ファイヤーローストサルサ

LAMB KEBABS
ラムのケバブ風

1,000

flatbread Hot chili sauce.

フラットブレット、ホットチリソース

ARTICHOKE DIP

Grilled ﬂour tortillas. VG

アーティチョークディップ

フムス、ファラフェル&フラットブレッド

CRAB CAKES

クラブケーキ

1,650

グリルフラワートルティーヤ

HUMMUS, FALAFEL & FLATBREAD

STEAK TACOS

Ranch dressing.

ランチドレッシング

tahini sauce. VG
タヒーニソース

Tartare sauce & lemon.

1,400

1,800

タルタルソース、レモン

1,650

2-soft steak tacos, diced avocado, Jack cheese, lime, cream, salsa.

ステーキタコス

2ピース、アボカド、ジャックチーズ、ライム、クリーム&サルサ

BBQ CHICKEN BURRITO
BBQチキンブリトー

Colby Jack cheese, Black beans, avocado.

900

コルビージャックチーズ、ブラックビーンズ、アボカド

BBQ SHRIMPS
BBQシュリンプ

with sautéed mushrooms, broccoli.

1,200

ソテードマッシュルーム、ブロッコリー

CHICKEN POPPERS Buttermilk chicken ﬁlets coated in spicy NYC Buffalo sauce & Blue Cheese.

1,600

チキンポッパー バターミルクマリネのチキンフィレフライ、
スパイシーバッファローソース&ブルーチーズ

FISH N’CHIPS BITES
フィッシュ&チップスバイト

WINE-BAR BOARD
ワインバーボード

Tartare sauce, malt vinegar, wedge fries.

1,450

タルタルソース、モルトビネガー、ポテトウェッジ

3-cheeses, charcuterie, olives, chutney, bread & crackers.

2,400

チーズ、シャルキュトリー、オリーブ、チャツネ、ブレッド、クラッカー

SALADS
C U S T O M I S E I T.

Add toppings as you like
お好みでトッピングを。

CHICKEN BACON ANCHOVIES AVOCADO (200ea.)
3-COLOR QUINOA (250ea.)
チキン、
ベーコン、
アンチョビ、
アボカド 各+200円 / ３色キヌア +250円

CAESAR SALAD

1/2 800

Lg 1,300

Chopped romaine, parmesan & our house-made garlic anchovy dressing.
シーザーサラダ

ロメインレタス、パルメザンチーズ、自家製シーザードレッシング

APPLE BEET & BLUE CHEESE SALAD 1,600

Sliced apples, blue cheese, grapes, purple onions, beets, spiced pecans & walnut oil dressing. GF/VG
リンゴとビーツ、ブルーチーズのサラダ

グレープ、紫オニオン、ピーカンナッツ、ウォールナッツドレッシング

BANG BANG CHICKEN SALAD 1,400

Our Famous Bangbang salad, shredded chicken and Asian veggies tossed with peanuts, ginger, coriander & crunchy noodles
in our sticky fusion dressing.
バンバンチキンサラダ チキンのほぐし身、
アジアンベジタブル、
ピーナッツ、生姜、
コリアンダー
パリパリヌードル、
自家製フュージョンドレッシング

GREEK STYLE VEGGIE SALAD 1,500

Tossed with Feta cheese, tomatoes, olives, green peppers, cucumba, diced red onion, lemon oregano dressing. GF/VG
ギリシャスタイル ベジサラダ

フェタチーズ、トマト、オリーブ、ピーマン、キュウリ

レッドオニオン、レモンオレガノドレッシング

SANDWICHES
Sandwiches are served with shoestring fries and dill pickles.

C U S T O M I S E I T.
Upgrade your fries SWEET POTATO FRIES (ex200) TRUFFLE FRIES (ex300)
サンドイッチ各種にはフレンチフライとピクルスが付きます。 スイートポテトフライへの変更は+200円、
トリュフフライへの変更は+300円。

NEW-YORKER SANDWICH 1,400

The famous Ruben, pastrami, sauerkraut, Swiss cheese & chopped pickles on rye toast.
ニューヨーカーサンドイッチ

パストラミ、ザワークラウト、スイスチーズ、ピクルス、ライ麦トースト

SMOKED SALMON B.L.T

+

A 1,400

Sliced smoked salmon, bacon, lettuce, fresh tomato & avocado on rye toast, old school, lemon caper mayo.
スモークサーモンBLT+A

スモークサーモン、ベーコン、レタス、トマト、アボカド、ライ麦トースト

LET’S VEGGIE PITA SANDWICHE 1,400

Hummus & our coriander spiced falafel with roasted pumpkin, fresh tomato & tahini lemon sauce on a grilled ﬂatbread.VG
ベジピタサンド

フムス&ファラフェル、カボチャ、トマト、タヒーニ、フラットブレッド

B U R G E R S
A Roti hamburger is made to our own recipe using freshly ground 100% beef which we hand form into 160gm patties
these we offer in a choice of freshly baked buns, please choose either BRIOCHE or WHEAT. That's it.
Burgers (excluding the skinny burger) are served with shoestring fries and dill pickles.

C U S T O M I S E I T.

Upgrade your fries SWEET POTATO FRIES (ex200) TRUFFLE FRIES (ex300)
Add toppings as you like (200ea.)

CHEDDAR SWISS COLBY JACK BLUECHEESE BACON AVOCADO EGG JALAPEÑO
ハンバーガー各種（スキニーバーガーを除く）
にはフレンチフライとピクルスが付きます。
バンズをブリオッシュ又はセサミウィートよりお選びください。
スイートポテトフライへの変更は+200円、
トリュフフライへの変更は+300円。
バーガートッピング各+200円 チェダー、
スイス、
コルビージャック、
ブルーチーズ、
ベーコン、
アボカド、
エッグ、
ハラペーニョ

CLASSIC BBQ BURGER

BBQ CHICKEN MELTED CHEESE BURGER

クラシックBBQバーガー
ビーフパティ、BBQソース、レタス、トマト、レッドオニオン

BBQチキンメルト チーズバーガー
BBQソースでマリネしたマリネチキン、ベーコン、
コルビージャックチーズ

1,400

1,400

AVOCADO BURGER

BUFFALO CHICKEN BURGER

Our freshly ground all-beef patty, grilled & brushed with our
house-made BBQ sauce, lettuce, tomato & red onion.

BBQ marinated chicken, melted Colby & Jack Cheese and bacon.

all-beef patty, grilled & brushed with ourhouse-made BBQ sauce
lettuce, tomato & red onion + AVOCADO.

Crispy golden fried buttermilk marinated chicken tenders
coated in a spicy buffalo sauce, house-made ranch dressing.

アボカドバーガー
ビーフパティ、BBQソース、レタス、トマト
レッドオニオン、スライスアボカド

バッファローチキンバーガー
バターミルクでマリネしたチキンカツレツ、
スパイシーバッファローソース、ランチドレッシング

1,600

1,400

BACON&CHEDDAR BURGER

THE CAJUN SWORDFISH BURGER

ベーコンチェダーチーズバーガー
ビーフパティ、BBQソース、レタス、トマト、レッドオニオン
ベーコン、チェダーチーズ

ケイジャンソードフィッシュバーガー
カジキマグロのグリル、パイナップル、タルタルソース

all-beef patty, grilled & brushed with ourhouse-made BBQ sauce
lettuce, tomato & red onion + BACON&CHEDDAR.

1,800

SO-BLUE CHEESE BURGER

Our freshly ground all-beef patty, grilled & brushed with a red
wine sauce, purple onion jam, blue cheese & horseradish cream.
ブルーチーズバーガー
赤ワインソース、赤玉葱、
ブルーチーズ、
ホースラディッシュクリーム

1,600

Spicy New Orleans style blackened swordﬁsh steak with
grilled pineapple & tartare sauce.

1,400

BUN-FREE SKINNY BURGER

Keep the protein, loose the carbs.
Any burger patty on a large chopped veggie salad.
100% Beef/Swordfish/Chicken melt/Buffalo chicken.
スキニーバーガー
バンズとフレンチフライの替わりにサラダをたっぷり。
他のバーガーよりお好きなパティをお選びください。
100%ビーフ/カジキマグロ/チキンメルト/バッファローチキン

1,400

We want you to enjoy your hamburger just the way you like it. We prefer our hamburgers cooked pink but, of course, it should be up to you. However
consuming undercooked meat may increase the risk of food-borne illness, particularly for those who are very young, elderly, pregnant or suffering
illness.If you have speciﬁc dietary requirements or allergies, please let us know when ordering. While we'll do our very best to accommodate you,
unfortunately we cannot guarantee that our kitchens or our suppliers will be 100% allergen-free.

good for you

POWER BOWLS

Both Based Bowl are contained mix beans, fresh tomato, avocado, micro-sprouts, sweetcorn
broccoli, roasted pumpkin. A well balanced complete meal.
ベースボウルはミックスビーンズ、トマト、アボカド、スプラウト、スイートコーン、ブロッコリー、パンプキンです

HEALTHY BROWN RICE BOWL

3-COLOR QUINOA BOWL

all bowls come with Based Bowl+Quinoa

all bowls come with Based Bowl+Broun Rice

ベースボウル+３色キヌア
以下のトッピングをお選びください

ベースボウル+玄米
以下のトッピングをお選びください

EAT MORE VEGGIE 1,000

EAT MORE VEGGIE 1,250

Based power bowl with extra vegetables. VG

Based power bowl with extra vegetables GF/VG

野菜たっぷり玄米ボウル

野菜たっぷりキヌアボウル

GRILLED CHICKEN BREAST 1,000

GRILLED CHICKEN BREAST 1,250

グリルチキンの玄米ボウル

グリルチキンのキヌアボウル

GRILLED SALMON 1,600

GRILLED SALMON 1,850

Based power bowl topped with grilled chicken.

Based power bowl topped with grilled chicken.

Based power bowl topped with grilled salmon.

Based power bowl topped with grilled salmon.

グリルサーモンの玄米ボウル

グリルサーモンのキヌアボウル

SPICY CHICKEN 1,400

SPICY CHICKEN 1,650

Based power bowl topped with spicy chicken.

Based power bowl topped with spicy chicken.

スパイシーチキン 玄米ボウル

スパイシーチキン キヌアボウル

FRIED EGG & BACON 1,500

FRIED EGG & BACON 1,750

ベーコン＆エッグ 玄米ボウル

ベーコン＆エッグ キヌアボウル

FALAFEL 1,200

FALAFEL 1,450

Based power bowl topped with bacon & fried egg.

Based power bowl topped with bacon & fried egg.

Based power bowl topped with falafel. VG

Based power bowl topped with falafel. VG

ファラフェル 玄米ボウル

ファラフェル キヌアボウル

CHOOSE YOUR DRESSING
GINGER SESAME RANCH WHITE MISO

ドレッシングをお選びください。 ジンジャーセサミ、ランチドレッシング、白味噌ドレッシング

MORE TOPPING FOR YOUR MEAL
CHICKEN SALMON EGG BACON SPICY CHICKEN FALAFEL
チキン
400

サーモン
600

エッグ
200

ベーコン
400

スパイシーチキン
400

ファラフェル
200

BUN-FREE SKINNY BURGER
Keep the protein, loose the carbs. Any burger patty on a large chopped veggie salad.
CHOOSE YOUR PATTY

100%BEEF SWORDFISH

CHICKEN MELT

BUFFALO CHICKEN

スキニーバーガー
お好きなパティとたっぷりのサラダの組み合わせ
パティをお選びください。 100%ビーフ、
カジキマグロのグリル、
チキンメルト、
バッファローチキン

ALL 1,400

STEAKS & CHOPS
Served with a choice of sauce. Add side dishes if you like 600 Each.
ソースを下からお選びください。サイドディッシュは＋６００円となります。

GRILLED RIB-EYE STEAK
Choice grade US Ribeye steak

(240 or 300gm) 3,000/3,800
リブアイステーキ

アメリカ産、チョイスグレード

GRILLED SIRLOIN STEAK
Australian Sirloin

(240 or 300gm) 2,400/3,200
サーロインステーキ

オーストラリア産

GRILLED LAMB CHOPS

3- Australian lamb rack chops, balsamic honey glazed on the grill.
ラムチョップ

オーストラリア産、3ピース、バルサミコハニーグレイズ

3,200

CHOOSE YOUR SAUCE
PEPPERCORN TRUFFLE-BUTTER

RED-WINE
赤ワイン

ペッパーコーン

BARBECUE

トリュフバター

BBQ

WE LOVE CHICKEN
Everyday we get a delivery of fresh Japanese reared chickens, as we love chicken we prepare it in quite a few different ways.
Roti originally was a chicken based concept, and that is still true today. Please enjoy one of our chicken dishes when you visit us…..Cluck Cluck.
ソースとサイドディッシュを下からおひとつずつお選びください。

ROASTED CHICKEN

We marinate our fresh chickens
with a fusion of exotic spices & slowly roast them.
Choice of sauce & side dish included.
Please choose any 1 from the list below.
1/4. 1,400 1/2. 1,800

GRILLED CHICKEN BREAST

A herb, lemon & garlic marinated healthy & lean large skinless
chicken breast grilled to order. A great source of good protein.
Choice of sauce & side dish included.
Please choose any 1 from the list below.

1,600

ローストチキン
グリルチキン
自家製スパイスでマリネしたチキンをローストし、
グリルで仕上げます。 ヘルシーで脂肪の少ない胸肉をハーブレモンガーリックでグリル。
ソースとサイドディッシュを一つお選びください。
ソースとサイドディッシュを一つお選びください。

CHOOSE YOUR SAUCE
HAWAII TERIYAKI COCONUT CURRY
ハワイアンテリヤキ

BROCCOLI

ブロッコリー

ココナッツカレー

GREEN GARLIC
グリーンガーリック

MUSHROOM

マッシュルーム

CHOOSE A SIDE DISH
QUINOA SHOESTRING FRIES SWEET POTATO FRIES MASHED POTATO
キヌア

シューストリングフライ

スイートポテトフライ

マッシュポテト

SHAKES&DESSERTS
PEANUT BUTTER,SALTED CARAMEL SHAKE 750
A super sticky treat for sure, but great all the same.
ピーナッツバター&塩キャラメルシェイク

CHOLOLATE BROWNIE SHAKE 750
Chocolate ice cream, milk & chewy brownie bits.

チョコレートブラウニーシェイク

チョコレートアイスクリーム、ミルク、ブラウニービッツ

HOT BREAD PUDDING 700
Bourbon caramel sauce & vanilla ice cream.

ホットブレッドプディング

バーボンキャラメルソース、バニラアイスクリーム

NEW YORK CHEESECAKE 700
Blueberries & whipped cream.

ニューヨークチーズケーキ

ブルーベリー、ホイップクリーム

CHOCOLATE TART 700
Chocolate ice cream, pistachios & fruit.

チョコレートタルト

チョコレートアイスクリーム、ピスタチオ、フルーツ

BLACKBERRY & APPLE CRUMBLE 850
Baked in the oven, topped with Vanilla ice cream.

ブラックベリー&アップルクランブル

バニラアイス

C AFE
MINERAL WATER (FUJI / STILL or SPARKLING) 500
ORANGE or APPLE JUICE 500
FRESH APPLE CELERY CARROT JUICE 900
ASSORTED TEAS 500
EARL GRAY ICED TEA 500*
ICED GINGER MINT GREEN TEA 500
HIBISCUS LEMONADE (no-sugar / iced) 500
COCA-COLA 500
DRIP COFFEE 500*
COLD BREW ICED COFFEE 500*
ESPRESSO 400/600
CAFE LATTE (Hot / Iced) 650
CAPPUCCINO 650
CAFE MOCHA (Hot / Iced) 650
COCOA (Hot / Iced) 650
CHOCOLATE ALMOND MILK 700
USE - soy milk, almond milk + 50

豆乳、アーモンドミルクへの変更は + 50
*RE-FILLS of drip cpffee, cold brew & iced teas are available for 250

ドリップコーヒー、アイスコーヒーとアイスティーのお替わりは+250円

