
Chop salad  /  900
ミックスビーンズとアボカド・
トマトのチョップサラダ

Pumpkin salad  /  680
かぼちゃとゴルゴンゾーラ
チーズのサラダ はちみつがけ

POTATO SALAD  /  700
三河豚ハムとキタアカリの
ポテトサラダ

Caesar salad  /  920
削りたてグラーナパダーノと
三河豚ハムのシーザーサラダ

COBB SALAD  /  980
YURTのメキシカンコブサラダ

当店は税抜き価格での表記です。

& TAPAS

SALAD
Please enjoy YURT.

Fried Gnocchi  /  450
揚げニョッキ チーズディップ

Nachos chips  /  520
ナチョスチップス＆メキシカンビーンズ

Fried Gnocchi  /  450
揚げニョッキ チーズディップ

Nachos chips  /  520
ナチョスチップス＆メキシカンビーンズ

Fried Gnocchi  /  450
揚げニョッキ チーズディップ

Nachos chips  /  520
ナチョスチップス＆メキシカンビーンズ



Mashrooms Ajillo  /  780
いろいろキノコのアヒージョ焦がし醤油風味

Fried Chicken  /  690
YURTの唐揚げ プレーン

Fish and chips  /  800
フィッシュ＆チップス
バジルタルタルソース

Potato Fries  /  550
フライドポテト

FRIED CHICKEN  /  750
YURTの唐揚げ スパイス添え

RED CHiLLI
POTATO FRIES  /  680
レッドチリポテト

Oiledsardine Ajillo  /  800
オイルサーディンの梅アヒージョ

Shrimp and Broccoli Ajillo  /  820
海老とブロッコリーのアヒージョ

当店は税抜き価格での表記です。

aJILLOaJILLO&&

FRIT.

baguettebaguette.

MMM...

Dip!

BRead  /  100
追加パン(1枚)

FRIED CHICKEN  /  750
YURTの唐揚げ スパイス添え



YURT’S
RECOMMEND.

vegetable  /  380
つつみ野菜 

MEAT  /  720
追加のお肉　※１～2人前
ソーセージ・豚バラ・鶏もも

4cheese  /  500
追いチーズ４種

2cheese  /  320
追いチーズ２種 

BBQ PLATE.

□ゴーダチーズ
□クリームチーズ

□レッドチェダー
□モッツァレラ

dak  galbi  /  1380
ダッカルビ風クワトロチーズの

BBQプレート
※２名様より ※写真は４人前

オリジナルの甘辛いタレとゴーダチーズ、
レッドチェダー、クリームチーズ、

モッツァレラの 4 種のチーズが相性抜群！！

当店は税抜き価格での表記です。

Korean
barbecue  / 1280
YURT 風
サムギョプサルプレート
(２名様より ※写真は４人前 )

SOOOOSPICY!
SOOOOSPICY!

BBQ PLATE.

□ゴーダチーズ
□クリームチーズ

□レッドチェダー
□モッツァレラ

dak  galbi  /  1380
ダッカルビ風クワトロチーズの

BBQプレート
※２名様より ※写真は４人前

オリジナルの甘辛いタレとゴーダチーズ、
レッドチェダー、クリームチーズ、

モッツァレラの 4 種のチーズが相性抜群！！

risotto /  500
〆のリゾット ※１～ 2人前



SHRIMP AND AVOCADO
PIZZA  /  1380
オーロラソースで食べるシュリンプと
アボカドのクリームピザ

SHRIMP AND AVOCADO
PIZZA  /  1380
オーロラソースで食べるシュリンプと
アボカドのクリームピザ

PIZZA.
Quattro Formaggi  /  1420
ハニー&フォーチーズピザ クランベリーとウォールナッツ

Margherita Americana  /  1180
マルゲリータ アメリカーナ

Mentaiko pasta  /  1100
筍とヤリイカ、博多明太子のオイルパスタ
Mentaiko pasta  /  1100
筍とヤリイカ、博多明太子のオイルパスタ

PASTA.PASTA.

当店は税抜き価格での表記です。

gratin.gratin.

Penne gratin  /  1220
味噌焼きチキンと春野菜の
クリームペンネグラタン

Penne gratin  /  1220
味噌焼きチキンと春野菜の
クリームペンネグラタン

YAM...



paella.
Seafood Paella / 1380
定番シーフードパエリア

roast chicken
and Mushrooms
cheese paella / 1160
ローストチキンとキノコの
チーズパエリア

omelette rice  /  1150
十六雑穀米バターライスの
ふわとろオムライス
淡路産ビーフとトマトのハヤシソース

omelette
rice.

当店は税抜き価格での表記です。当店は税抜き価格での表記です。



SET DRINK.

豚肉と茄子、レンコンの甘辛味噌炒め

SALMON PLATE  /  1920SALMON PLATE  /  1920

YURTの鶏カラ揚げプレート
胡麻ダレソース添え　

塩麹でマリネしたサーモンのスチームグリル
菜の花とあさりのチャウダーソース

筍とヤリイカ、博多明太子の
オイルパスタ

味噌焼きチキンと春野菜の
クリームペンネグラタン

コーヒー ( H / I )

カフェオーレ ( H / I )

紅茶 ( H / I )

COFFEE

Cafe AU LAIT

TEA

アップルジュース

オレンジジュース

グレープフルーツジュース

Apple juice

Orange juice

Grapefruit juice

税抜き価格での表記です。

stir fried vegitables
with PORK  /  1880
stir fried vegitables
with PORK  /  1880

KARAAGE PLATE  /  1780KARAAGE PLATE  /  1780

PASTA PLATE  /  1600PASTA PLATE  /  1600 gratin PLATE  /  1720gratin PLATE  /  1720

< デリ+ サラダ +スープ + 十六雑穀米 +1ドリンク付 >
< デリ+ サラダ +スープ + 十六雑穀米 +1ドリンク付 >

< デリ+ サラダ +スープ + パン +1ドリンク付 > < デリ+ サラダ +スープ + パン +1ドリンク付 >

< デリ+ サラダ +スープ + 十六雑穀米 +1ドリンク付 >

KARAAGE PLATE  /  1780KARAAGE PLATE  /  1780

十六雑穀米バターライスのふわとろオムライス
淡路産ビーフとトマトのハヤシソース

OMELETTE RICE /  1650OMELETTE RICE /  1650

< デリ+ サラダ +スープ + 十六雑穀米 +1ドリンク付 >

HAMBURG PLATE  /  1980HAMBURG PLATE  /  1980
ハンバーグプレート
オニオンデミグラスソース
<デリ+ サラダ +スープ + 十六雑穀米 +1ドリンク付 >

※下記よりお選びください

DINNER SET.
※ドリンクは下記よりお選び下さい。



SEASONAL
PANCAKE.

Pancake Tower
Beverly Hills 6  /  1500

ビバリーヒルズ6

（バニラアイス、チョコアイス、ベリーソース、
トロピカルソース、メイプルシロップ）

PANCAKE
TOWER

BEVERLY
HILLS 6

strawberry and matcha Pancake /  980
イチゴと抹茶クリーム、ルビーチョコアイスのパンケーキ
strawberry and matcha Pancake /  980
イチゴと抹茶クリーム、ルビーチョコアイスのパンケーキ

当店は税抜き価格での表記です。



APPLE pancake  /  900
アップルシナモンと
紅茶アイスのパンケーキ

BANANA pancake  /  900
キャラメルバナナと
バニラアイスのパンケーキ

PLANE pancake  / 600
プレーン パンケーキ

MAPLE pancake  /  880
塩メープルと
バニラアイスのパンケーキ

当店は税抜き価格での表記です。

parfait

chocolate banana
and macarons  /  1100
チョコバナナとマカロンのパフェ

chocolate banana
and macarons  /  1100
チョコバナナとマカロンのパフェ

parfait
Strawberry and
berry cream  /  1280
イチゴとベリークリームのパフェ

Strawberry and
berry cream  /  1280
イチゴとベリークリームのパフェ


