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豚足とサルシッチャの

アーモンドパン粉焼き
1,628円（税込）

とろける豚足を旨味の強い

網脂で包み、アーモンドを使

ったザクザクの衣をまとわせ

た食感も楽しい一皿

1

キャラメル・アーモンドのセミフレッド 968円（税込）

キャラメリゼしたアーモンドに

オレンジをブレンドしたアイス

ケーキを思わせるようなスイー

ツ

2

アーモンド フレンチ・コネクション 1,210円（税込）

ブランデーベースの定番カク

テルに、アーモンドのエッセン

スでツイスト

3

ビタミンと食物繊維、

十種野菜とアーモンドプラリネサラダ
1,300円（税込）

皮付きアーモンドをアーモンド

ミルクで煮込み、季節の野

菜10種をそれぞれ調理して

仕上げたグルメサラダ

13

ローストアーモンドキャラメルプリン 650円（税込）

濃厚アーモンドミルクとクラッ

シュアーモンドを甜菜糖とソ

イバターの特製キャラメルソー

スで仕上げた自慢のヴィー

ガンプリン

14

トリプルベリーと沖縄アセロラ、

クラッシュアーモンドのスムージー
990円（税込）

アーモンドミルクに3種のミッ

クスベリーとアセロラ、クラッ

シュアーモンドで

香りとコクが自慢のスムージ

ー

15

アーモンド スモークサーモン

クリームチーズ のサラダ仕立て

アーモンドソース

1,100円（税込）

香ばしさのあるソースがスモー

クサーモン、クリームチーズに

マッチ。アーモンドの食感が

アクセントに

49

アーモンドとゴルゴンゾーラチーズの

ケサディア

はちみつソース

1,100円（税込）

トルティーヤに砕いたアーモン

ドとゴルゴンゾーラチーズを挟

み低温で焼きました。お好

みではちみつを

50

アーモンドとベイリーズミルクカクテル

キャラメリーゼアーモンドのせ
1,200円（税込）

アーモンドとベイリーズミルク

のカクテル。キャラメリゼした

アーモンドが香ばしさのアク

セントに

51

トリュフと生湯葉の

濃厚豆乳カルボナーラ

〜アーモンドペースト仕立て〜

2,640円（税込）

乳製品を使わず、白味噌

や酒麹、豆乳やアーモンド

ペースト、ココナッツミルクで

濃厚に仕立てたパスタ

25

10種のコブサラダ

豆乳グルトとアーモンドのヴィネグレット
1,650円（税込）

皮付きアーモンドをアーモンド

ミルクで煮込み、季節の野

菜10種を各々調理し仕上

げたグルメサラダ

26

ヴィーガン キャラメル アーモンドモンブラン 770円（税込）

濃厚アーモンドミルクとクラッ

シュアーモンド、特製キャラメ

ルソースをマリアージュした傑

作モンブラン

27

アサイーボウルwith 

自家製アーモンドバター
1,705円（税込）

グラノーラとたっぷりフルーツ

のアサイーに、自家製オーガ

ニックアーモンドバター、ハチ

ミツ等をトッピング

31

ローストアーモンドフムスの

アボカドトースト　

レンズ豆のスープ

1,210円（税込）
クリーミーなアボカドとコクの

あるフムスがベストマッチ
32

フレッシュケールとアーモンドの

グリーンスムージー
990円（税込）

ケール、マンゴーをベースにア

ーモンド、アーモンドミルクを

使用。タンパク質、食物繊

維を摂れるスムージー

33

HEAVENLY Island 

Lifestyle 代官山

東京都渋谷区猿楽町24-

7 代官山プラザ 2F

https://heavenly-

daikanyama.zetton.co.jp

/

朝食から夕食まで、様々な

シーンで使用できるオールデ

イダイニング。ビーチを思わせ

る店内でEat 

Localをコンセプトにしたヘル

シーでナチュラルな食事を楽

しめます。

Green Italian TORCIA
東京都新宿区新宿3-14-

1　新宿伊勢丹本館 7F

https://chayam.co.jp/res

taurant/torcia/

ヴィーガンフードを気軽に楽

しむことのできる自然派イタ

リアンレストラン。従来のモ

ダンイタリアンのメニューの他

に、カラダに優しくエコな食

材を使用したヴィーガンメニ

ューも豊富に取りそろえてい

ます。

アップタウン
東京都中央区銀座2-11-

19 B1F

https://tabelog.com/tok

yo/A1301/A130101/130

38902/

サンフランシスコで働いた経

験があるソムリエとシェフの

居るダイニングバー。毎日入

荷する、新鮮生牡蠣とカリ

フォルニアワインが人気です

。

東京都港区東新橋1-6-3 

ザ ロイヤルパークホテル 

東京汐留 1F

CHAYA Macrobi 

Shiodome

シャンデリアに彩られた煌び

やかな店内から丸の内・仲

通りを望むことができるバル

＆ビストロ。フレンチをベース

にした料理を生演奏の音

楽をBGMに楽しめます。

https://www.potomak.c

o.jp/shop/1007/

東京都千代田区丸の内2

-6-1 

丸の内パークビルディング 

ブリックスクエア 3F

Baru&Bistro 

musiQ"mood board"

「Healthy & Beauty 

食べてキレイになる、オーガ

ニックな生き方。」をコンセプ

トに、マクロビ&ヴィーガンの

食事を提供しています。

https://chayam.co.jp/res

taurant/shiodome/

丸の内・銀座

丸の内・銀座

丸の内・銀座

新宿

渋谷・恵比寿・代官

山

https://chayam.co.jp/restaurant/torcia/
https://chayam.co.jp/restaurant/torcia/
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アーモンド入り無添加カレー 1,400円（税込）

まぶした砕きアーモンドがア

クセントのカレー。ガーリック

シュリンプとレモンクリームチ

キンの2種類をご用意

46

バナナアーモンドスムージー 750円（税込）

バナナと豆乳、甘酒で作っ

たスムージーに砕きアーモンド

をトッピング

47

ペスト・アーモンド・トラパネーゼ 1,400円（税込）

濃厚な香りと食感の違いが

楽しめるアーモンドが主役の

イタリア・シチリア島伝統の

パスタ

48

アーモンドと

オイスターのアヒージョ
800円（税込）

ぷりぷりな牡蠣とキノコ、アー

モンドの熱々のオイル煮
16

アーモンドオレンジチキンのランチプレート 1,200円（税込）

香ばしく揚げたスパイシーな

チキンに甘酸っぱいオレンジ

ソースを絡めたアメリカ風の

中国料理

17

アーモンド キャラメリゼ

ポケパワーサラダ
1,100円（税込）

アーモンドをキャラメルロース

トして、

saladサラダ仕立てのに仕

上げたヘルシーポケボール

18

アップルシナモンとアーモンドの

ダッチベイビー
1480円（税抜）

煮込んだ林檎に、シナモン、

アーモンドをドイツ風パンケー

キに合わせたスイーツ

19

アーモンドミルクティー 580円（税抜）

アーモンドとこだわりの紅茶

を使用した特別なミルクティ

ー

20

洋梨とアーモンドとマスカルポーネ 900円（税抜）

クリーミーなマスカルポーネに

、フレッシュな洋梨の甘さと

アーモンドが絶妙な相性

21

アーモンド焼き若鶏御膳 1,350円（税込）

砕きアーモンドとアーモンドミ

ルクの衣をつけた若鶏にフラ

イパンで焼き目をつけオーブ

ンで香り付け

61

鮭アーモンド酒粕漬け御膳 1,350円（税込）

酒粕の味噌とペースト状の

アーモンドを鮭に練り込んで

オーブンで焼き上げた香ばし

い一品

62

アーモンド白玉ぜんざい 750円（税込）

あずきと砕いたアーモンドを

混ぜ合わせ、ソフトクリーム

と白玉をワッフルコーンに乗

せて

63

アーモンド 板麩ミルフィーユ 800円（税込）

ほどよい歯ごたえのアーモン

ドクリームと板麩で作ったヴ

ィーガンのミルフィーユ
7

玄米生パスタ 

アーモンドを使ったトラパネーゼ
1,400円（税込）

植物性たんぱく質でヘルシ

ーに大満足なシチリア伝統

料理。トマトの酸味と味噌

のコクがポイント

8

アーモンド Mgベーグル 280円（税込）

不足しがちなマグネシウムが

たっぷり入ったベーグル。ゴロ

っとアーモンドを加え食べ応

えがアップ

9

寺カフェ代官山
東京都渋谷区恵比寿西1

-33-15 EN代官山ビル 1F
http://tera-cafe.com

オシャレな街、代官山で「お

寺」を体験できるカフェ。カフ

ェしながら僧侶にお話、お悩

み相談することも可能。食

事は精進料理や健康志向

の和食をご提供しています

。

ESPRESSO D WORKS 

恵比寿

東京都渋谷区恵比寿1-

22-19

https://dream-on-

company.com/

ニューヨークスタイルのエスプ

レッソカフェ。昼はカフェとサ

ンドウィッチやホットドックを

楽しみ、夜はクラフトビール

やワインとタパスを楽しめま

す。

BiOcafe
東京都渋谷宇田川町16-

14 パティオビル 1F
https://biocafe.jp/

オープンした20年前から「食

べてキレイになる！」をコンセ

プトに健康を意識した食事

を提供するオーガニックレス

トラン。完全無農薬＆無

化学肥料の野菜以外にも

グルテンフリーバーガー・マクロ

ビスイーツなどのヘルシーメニ

ューを提供してます。

EBISU FOOD HALL
東京都渋谷区恵比寿南1

-1-9 岩徳ビル 1F

https://ebisufoodhall.co

m/

LAにあるようなカジュアルで

ちょっぴり本格的なフードホ

ールに、日本ならではの自

由さやトレンドを加えた食事

をご提供。朝から深夜まで

、様々なシーンで利用でき

るお店です。

vegewest Café & 

WineBar

東京都渋谷区代官山町1

3-4 セレサ代官山 1F

http://www.vegewest.jp

/

有機栽培・特別栽培を中

心に、季節ごとに厳選した

様々な野菜・果物を使用

し、ヘルシーで美味しい食を

提供しているカフェ＆ワイン

バーです。

渋谷・恵比寿・代官

山

渋谷・恵比寿・代官

山

渋谷・恵比寿・代官

山

渋谷・恵比寿・代官

山

渋谷・恵比寿・代官

山

http://tera-cafe.com/
https://dream-on-company.com/
https://dream-on-company.com/
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塩キャラメルアーモンドのパンケーキ 1,518円（税込）

当店名物のパンケーキにキャ

ラメルソースと岩塩にアーモン

ドをたっぷりと追加

22

アーモンドミルクラテ 693円（税込）

アーモンドとオールプレスのコ

ーヒー豆を使用した特別なラ

テ

23

海老とフムスとアーモンドのサラダ 968円（税込）
色とりどりのデリとアーモンド

のサラダ
24

豚肩ロースのアーモンドパン粉グリル

バタークリームソース
1,980円（税込）

お肉をパン粉で焼上げ、ア

ーモンドと甘味のあるクリー

ムソースで本来の美味しさを

感じられる一品

28

スパイシーアーモンドクランチ 480円（税込）

アーモンドたっぷりの自家製

おつまみクランチ。メープルシ

ロップを添えて

29

スパイスアーモンドとキャラメルバナナの

スイートチーズバーガー
1,380円（税込）

キャラメルバナナの甘みとス

パイスアーモンドの香り、チェ

ターチーズの旨味が三位一

体のスペシャルバーガー

30

ローストアーモンド入りガトーショコラ 500円（税込）

アーモンドの軽やかな食感と

ちょっと重めで濃厚なガトー

ショコラのコンビネーション

52

地養鳥もも肉のロースト 

アーモンドのロメスコソース
2,000円（税込）

地養鶏のもも肉のローストと

、アーモンド、パプリカ、トマト

を使用したピリ辛なロメスコ

ソースの組み合わせ

53

ゴルゴンゾーラチーズとアーモンドの

クリームパスタ
1,400円（税込）

北イタリアでは定番のゴルゴ

ンゾーラチーズとナッツの組み

合わせ。アーモンドのカリカリ

食感をアクセントに

54

蒸し鶏のサラダ

〜アーモンドと玉ねぎのドレッシング〜
1,500円（税込）

アーモンドの香ばしさと玉ね

ぎの甘味が蒸し鶏にピッタ

リ。ヘルシーかつボリューム満

点のお食事サラダ

4

焦がしマシュマロの

アーモンドチャイティーラテ
900円（税込）

当店人気のマサラチャイが

ベースのオリジナルティーラテ

に、刻んだアーモンドと焦が

しマシュマロを追加

5

Hotアップルパイのアイス添え

〜アガベシロップ漬けアーモンドソース〜
930円（税込）

シロップ漬けアーモンドがアッ

プルパイとアイスクリームに相

性抜群

6

レンコンときのことアーモンドのサラダ

単品：1,705円（税込）

　PLATE：2,035円（税

込）

りんごと、生姜が効いたオイ

ルでローストしたアーモンド、3

種の調理方法の蓮根をトッ

ピングしたサラダ

34

アーモンドを使った

パワープロティンプレート
2,189円（税込）

大豆ミートの唐揚げ入りの

ボリュームたっぷりのプレート

。スパイスの効いたアーモンド

をトッピング

35

イチゴのアーモンドミルクガトーショコラ　

ティラミス仕立て
1,089円（税込）

アーモンドミルクの濃厚なガ

トーショコラ、マスカルポーネ

クリームがたっぷりのティラミ

ス仕立て

36

イタリアンレストラン　渋谷

ズッカ

東京都渋谷区桜丘町10-

4 モドマルシェビル 1F

https://www.zucca-

restaurant.jp/

契約農家から仕入れた新

鮮な有機野菜や漁港・市

場から直送される獲れたて

の魚介が美味しい、渋谷の

桜丘にあるイタリアン。

HangOut HangOver 

渋谷店

東京都渋谷区神南1-20-

2 第一清水ビル 1F

http://www.sld-

inc.com/hangouthango

ver.html

ニューヨークを彷彿させる内

装と豪快グリル肉を楽しめ

るアメリカンダイナーです。

Mr.FARMER 表参道店
東京都渋谷区神宮前4-

5-12 セピア原宿ビル 1Ｆ
https://mr-farmer.jp/

「美と健康は食から」がコン

セプトのオールヴィーガンカフ

ェ。全国の契約農家から届

く新鮮な野菜を使用したヴ

ィーガン料理を提供してます

。

bio ojiyan café 原宿本店
東京都渋谷区神宮前4-

26-28
http://mfs11.com/

特製だしで丁寧に作った「

おじや」が楽しめる原宿・キ

ャットストリートのカフェ。充

実したドリンク、スイーツメニ

ューも人気です。

ESPRESSO D WORKS 

渋谷

東京都渋谷区宇田川町2

6-5 育真ビル B1F

http;//dream-on-

company.com

ニューヨーカーに人気のダッチ

ベイビーやチキンワッフル、ス

ーパーフードなどが食べられる

ニューヨークスタイルカフェ。

昼はラテとスイーツ、夜はビー

ルとチキンやステーキを楽し

めます。

渋谷・恵比寿・代官

山

渋谷・恵比寿・代官

山

渋谷・恵比寿・代官

山

表参道・原宿・青山

表参道・原宿・青山
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アーモンドカフェモカ 800円（税込）

自家製のアーモンドシロップ

とダークチョコレートを使用し

たカフェモカ

40

ホームメイドアーモンドミルク23スムージー 800円（税込）

１日分のビタミンEとビタミン

Eの吸収を高める栄養素を

補えるフルーツスムージー

41

アーモンドフォンダンショコラ 650円（税込）

とろりとしたチョコレートガナッ

シュに、ザクっとした香ばしい

アーモンドがアクセントに

42

アーモンドとサバの

ガーリックハーブバインミー
1,200円（税込）

アーモンドの香ばしさにミント

やディルを合わせたオリジナ

ルソースをサバのガーリックグ

リルに合わせたバインミー

58

アーモンドミルクのジンジャーメープルラテ 780円（税込）

エスプレッソをアーモンドミル

クで割り、生姜をすりおろし

たスパイシーなラテ。お好み

でメープルシロップを

59

アーモンドバターと発酵あんこのカヌレ 450円（税込）

ラム酒の効いたグルテンフリ

ーのカヌレに自家製アーモン

ドバターと発酵あんこをのせ

て

60

チョコレート アーモンド 1,080円（税込）

アーモンドミルク、アーモンド

バターとカカオニブなどの数

種類のチョコレートで濃厚な

味わい

43

マカ アーモンド 1,080円（税込）

心身共に疲れた時にもおす

すめ。アーモンドとマカでパワ

ーアップしたい方に

44

プロテインアーモンド 1,080円（税込）

自家製アーモンドミルク、生

アーモンド、エンドウ豆プロテ

インで空腹時、運動した後

のタンパク質補給に

45

きのこソテーとアーモンドの

エスニックサラダ
1,000円（税込）

シンプルにソテーしたきのこの

旨味とアーモンドの香ばしさ

に酸味のあるドレッシングを

プラス

10

ハーブソーセージとアーモンドの

クリームパスタ
1,300円（税込）

ガーリッククリームソースに香

ばしいアーモンドをトッピング

した、品のある味わいが楽

しめるパスタ

11

アーモンドのラッティホイップラテ 650円（税込）

甘めに仕上げたラテにアーモ

ンドの香ばしさをトッピング。

寒い日にも温まる大人なラ

テ

12

焼きズワイガニとアーモンドのカプレーゼ 1,700円（税込）

殻付きのズワイガニと軽くあ

ぶり砕いたアーモンドを加え

た贅沢カプレーゼ

37

アーモンドバジルポテトサラダ 900円（税込）

イブリガッコを加えてバジル

風味に仕上げ、クラッシュア

ーモンドで包んだイタリア風

ポテトサラダ

38

チョコチップとアーモンドの

クリームチーズケーキ
800円（税込）

チョコチップとローストアーモン

ドをふんだんに入れたクリー

ムチーズケーキ

39

ShinyOwl表参道
東京都渋谷区神宮前4-

7-1

https://www.shiny-

owl.com/

プロポーションづくりのダイア

ナが監修。「美と健康」に向

けた「食」からのアプローチし

、まるでアートのような料理

をカジュアルに楽しめるイタリ

アンです。

マイバインミーbyグルテンフリ

ートーキョー

東京都渋谷区神宮前1-

20-4 アクシア原宿 1F

https://mybanhmi-by-

gft.wixsite.com/my-site

カラダと環境を思いやり、動

物性原材料不使用のヴィ

ーガンメニューを展開。肉製

品、乳製品、卵不使用の

バインミーをメインに販売して

います。

SYNdicate cafe
東京都渋谷区神宮前1-

10-34

https://www.instagram.c

om/syndicate_cafe2021/

表参道の裏道にあるコンク

リート造りのおしゃれなカフェ

。道路側の壁一面が窓に

なっており、天気の良い日

には全開に。開放感溢れる

雰囲気が人気です。

Cafeteria S 表参道

東京都港区北青山3-5-

40 PRYME CUBE 表参道 

1F

https://cafes-

omotesando.com/

モーニングから、遅めランチ、

夕食まで。朝のエスプレッソ

から、仕事帰りのグラスワイ

ンまで。表参道の人々の憩

いのカフェテリアです。

TOKYO JUICE
東京都渋谷区神宮前3-

1-24
https://tokyojuice.co.jp/

”健康的な生活を全ての人

が実現環境があるべき”とい

う思いのもと、フレッシュジュ

ースや高エナジー、グルテンフ

リーの焼き菓子などをライフ

スタイルの一部として提案、

販売しています。

表参道・原宿・青山

表参道・原宿・青山

表参道・原宿・青山

表参道・原宿・青山

表参道・原宿・青山

https://tokyojuice.co.jp/
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アーモンドソースと奥久慈卵の

ポーチドエッグ温野菜サラダ
1,000円（税込）

国産チキンにアーモンドソース

を添えた、たんぱく質と鉄

分がしっかり取れるヘルシー

サラダ

55

アーモンドアイスクリーム 500円（税込）
なめらかで、スーパー濃厚な

アーモンドアイス
56

アーモンドとココアの特製ラテ

生クリーム添え
700円（税込）

程よい甘さとアーモンドの香

りが絶妙なハーモニーのラテ
57

イプシロン青山
東京都港区南青山5-16-

1

https://www.instagram.c

om/ypsilon_aoyama/

南青山・骨董通りにある、

スタイリッシュなワイン食堂。

世界各国のワインと季節を

感じさせる様々な料理のペ

アリングを楽しめます。

表参道・原宿・青山

https://www.instagram.com/ypsilon_aoyama/
https://www.instagram.com/ypsilon_aoyama/

