

      

季節の果物やハーブ、スパイスをふんだんに使った自家製クラフトドリンクや、
オーガニックコーヒー、紅茶専門店アムシュティーの紅茶、オリジナルカクテルもお楽しみいただけます。

Home made drink
Ts u c h i のこだわり

レモンスカッシュ

数種類のスパイスやきび糖を調合し、

キウイレモンスカッシュ

まろやかに仕上げたコーラシロップ。

Kiwi lemon squash

Lemon squash

オレンジソーダ

シンプルな材料をバランスよく

グレープフルーツローズマリー

" Tsuchi は全て自家製 " 。

Grapefruit rosemar y

ベリーベリーフィズ

オーガニッククラフトシロップです。

Berr y berr y fizz

ベリーヨーグルト
Berr y yog urt

クラフトコーラ
Craft cola

クラフトジンジャーエール
Craft ginger ale

レモネード (hot/ice)
Lemonade

660

季節のヨーグルト
Seasonal yog urt

660
660

おすすめドリンク

660
660

Orange soda

調合したジンジャーシロップなど

660

660
660
660
770

詳しくはスタッフまでお尋ねください

Cafe
コーヒー (hot/ice)
Coffee

カフェラテ (hot/ice)
Latte

カフェオレ (hot/ice)
Cafe au lait

ソイミルクオレ (hot/ice)
Soy milk au lait

600

カフェモカ (hot/ice)

680

エスプレッソ

680

ミルクナッツオレ (hot/ice)

730

ソイミルクナッツオレ (hot/ice)

Mocha

Espresso

Milk nuts au lait

Soy milk nuts au lait

730
440
730
780


Beer
Draft beer

Cocktail beer

サントリープレミアムモルツ
Suntor y Premium Malts

ハイネケン
Heineken

550

クラフトシャンディガフ

660

クラフトレモンビール

770

Craft shandy g uff

770

Craft lemon beer

クラフトキウイビール

770

Craft kiwi beer

Craft beer

770〜

タップマルシェ クラフトビール
Tap marche craft beer

クラフトオレンジビール

770

Craft orange beer

Non alcohol beer
サントリーオールフリー

660

Suntor y all free

Highball

Mojito

ハイボール

レモンサワー

Highball

Lemon sour

Mojito

660

770

770

ジンジャーハイボール
Ginger highball

コークハイボール
Coke highball

オレンジハイボール
Orange highball

Sour

770

オレンジサワー

770

ジンジャーサワー

770

グレープフルーツサワー

Orange sour

Ginger sour

Grapefruit sour

モヒート

770

ジンジャーモヒート

770

オレンジモヒート

770

グレープフルーツモヒート

Ginger mojito

Orange mojito

Grapefruit mojito

820
820
820



数種 類のスパイスやきび糖を調 合し、まろやかに仕 上げたコーラシロップ。
シンプルな材 料をバランスよく調 合したジンジャーシロップなど

" Ts u c h i は全て自家 製 " 。オーガニッククラフトシロップです。

Craft wine cocktails
赤ワインサングリア

770

クラフトコーラ “カリモーチョ”

770

クラフトジンジャー “オペレーター ”

660

ジャックダニエル

IWハーパー

660

ザシングルトンオブ

ジェムソン

660

富士

820

陸

770

知多

820

[ロック/水割り/ソーダ割り] の中から、飲み方をお選びください。

Red wine sangria

白ワインサングリア
White wine sangria

Craft cola "Calimocho"

Craft ginger "Operator"

770
770

Whiskey
フォアローゼス
Four Roses

I.W Harper

Jamesom

ジムビームブラック
Jim Beam

メーカーズマーク
Maker's mark

ジョニーウォーカーブラック
Johnny walker black

Jack Daniels

The Singleton of Dufftown

Fuji

Riku

Chita

770
770
930
930
930


自 然 派 ワイン
Tsuchi の新鮮な農 園 野 菜と、こだわりのお肉や新 鮮な魚 介など、
旬の素 材を最 大 限に活かしたお料 理にあわせて、当店ソムリエが厳 選した自然派ワインのリストです。
大 地の恵み、テロワールを感じさせてくれる体にも心にも優しい自然 派ワインをお楽しみください。

Red wine

01

02

ブリッコ・アル・ソーレ
モンテプルチアーノ・ダブルッツォ

03

ヴィテッセ ネーロ・ダーヴォラ
オーガニック スペシャルパック 2018

04

ブリッコ・アル・ソーレ シラー

Bricco al Sole Svrah

Bricco al Sole
Montepulciano d'Abruzzo

Vitese Nero d'Avola Organic
01 Special Pack 2018

キャンティアモーレ ビオ

産地 / イタリア
品種 / シラー

産地 / イタリア
品種 / モンテプルチアーノ

産地 / イタリア
品種 / ネーロ・ダーヴォラ

産地 / イタリア
品種 / サンジョヴェーゼ、カナイオーロ等

重さ
果実味

重さ
果実味

重さ
果実味

重さ
果実味

Bottle 3300

Bottle 3300

Glass 600/Bottle 3300

Bottle 3500

05

06
シャトー・オー・ビコー

ヴィダ オーガニカ
カベルネ・ソーヴィニヨン

07

Chianti Amore Bio

08

Chateau Haut Bicou

Vida Organica
Cabernet Sauvignon

スクレ ド リュネス ピノ・ノワール

Secret de Lunes Pinot Noir

ヴィーニャ・フェレールロッチ

Nari Tornar Roig

産地 / フランス
品種 / カベルネ・ソーヴィニヨン等

産地 / アルゼンチン
品種 / カベルネ・ソーヴィニヨン

産地 / フランス
品種 / ピノ・ノワール

産地 / スペイン
品種 / ガルナッチャ

重さ
果実味

重さ
果実味

重さ
果実味

重さ
果実味

Bottle 3800

Bottle 3800

Bottle 4400

Bottle 4850



White wine

09

13

ブリッコ・アル・ソーレ
ピノ・グリージョ

Bricco al Sole
Pinot Grigio

10

ヴィテッセ グリッロ
オーガニック2018

Vitese Grillo
Organic 2018

11

レ・グランザルブル
オーガニック ブラン

Les Grands Arbres
Organic Blanc

ヴィダ オーガニカ
シャルドネ

Vida Organica
Chardonnay

産地 / イタリア
品種 / ピノ・グリージョ

産地 / イタリア
品種 / グリッロ

産地 / フランス
品種 / グルナッシュブラン等

産地 / アルゼンチン
品種 / シャルドネ

辛さ
果実味

辛さ
果実味

辛さ
果実味

辛さ
果実味

Bottle 3300

Glass 600/Bottle 3300

Bottle 3300

Bottle 3800

カノン・デゥ
マレシャルブラン

Canon du
Marechal Blanc

14

プーリア ビアンコ
ドーディチエ・メッツォ ビオ

15

イ・ロ・オトロ・タンビエン
ヴェルデホ

12-e-mezzo
puglia bianco bio

Y Lo Otro Tambien
Verdejo

産地 / フランス
品種 / ミュスカ ヴィオニエ

産地 / イタリア
品種 /メマルヴァジア、シャルドネ等

産地 / スペイン
品種 / ヴェルデホ

辛さ
果実味

辛さ
果実味

辛さ
果実味

Bottle 4400

Bottle 4400

Bottle 4850

Sparkling wine

16

12

マルティーニ
ブリュット

17

コドーニュ バルセロナ 1872
ロゼ オーガニック

18

ヴィダ・オーガニカ
スパークリング

Martini
Brut

Codorniu Barcelona
1872 Rose Organic

Vida Organica
Sparkling

産地 / イタリア
品種 / シャルドネ等

産地 / スペイン
品種 /ガルナッチャ、ピノ・ノワール等

産地 / アルゼンチン
品種 / シャルドネ

辛さ
果実味

辛さ
果実味

辛さ
果実味

Glass 600/Bottle 3300

Bottle 4200

Bottle 4500

※マルティーニは自然派ワインではございません



      

ディナータイムでは、 季 節 折々の農 園 野 菜と新 鮮 魚 介を中 心としたアラカルトや
パスタなどシェアスタイルでお楽しみいただけます。

Special menu

スタッフのおすすめ料理

朝市で見つけた
鮮魚のムニエル
熱々のガーリックオイルがけ
Meuniere of fresh fish found
in the morning market

1850

海と大地の前菜盛り合わせ
10 種盛り（ 2 人前〜）
10 kinds of sea and earth appetizer platter

1 人前

1080



Appetizer

前菜

パテ・ド・カンパーニュ

750

Pate de campagne

朝市で見つけた鮮魚のカルパッチョその日のスタイルで

1080

Fresh fish carpaccio found in the morning , in the style of the day

Farm vegetable dishes

農園野菜料理
よろしい茸の燻製
マヨネーズオーブン焼き
Smoked mushrooms
mayonnaise oven-baked

470
名物 !
丸ごとカリフラワーのロースト
蟹味噌ソースをたっぷりかけて
Specialty! ! Whole roasted caulif lower
with plenty of crab miso sauce

1540

新鮮だから出来る

Tsuchiのバーニャカウダ

フレッシュよろしい茸のサラダ

Tsuchi s bagna cauda

Fresh Yoroshiitake Mushroom Salad

1540

940

Ajillo

Rice and bread

アヒージョ

海老と生麩のアヒージョ
Shrimp and raw fu Ahijo

マグロと白ネギのアヒージョ
Tuna and white onion ajillo

カマンベールのアヒージョ
Camembert Ahijo

Fried food

ご飯とパン

魚介と農園野菜のパエリア

860

Paella of seafood and farm vegetables

りんごバターと自家製パン

860

Apple butter and homemade bread

バジルが効いたガーリックトースト

1100

Garlic toast with basil

1650
330
500

揚げ物
カマンベールの天ぷら

北海道産インカのめざめの
フライドポテト

お菓子仕立て
Camembert cheese tempura, sweets

860

French fries, Inka-no-mezame potates from Hokkaido

530
海と大地のかき揚げ
からすみ塩をかけて
Kakiage Sprinkle with karasumi salt

730



Pasta

パスタ

茶そばのボンゴレビアンコ

1320

Tea Soba Vongolebianco of beans

宮崎県産霧島牛のボロネーゼ

1320

Miyazaki Kirishima beef Bolognese

土薫るごぼうのカルボナーラ 〜淡路島・北坂養鶏場の卵使用〜

1320

Wild scent Burdock Root Carbonara

イカの塩辛と醗 酵バターの和風パスタ

〜からすみがけ〜

Salted squid and fermented butter Japanese style pasta

Pizza

Omelette

ピザ

オムレツ

折り込みパイ生地のピッツァ
ビスマルク風

折り込みパイ生地のピッツァ
クアトロフォルマッジョ

しらすとモッツァレラチーズの
鉄板オムレツ

Puff pastry pizza bismarck style

Puff pastry pizza cuatro Formaggio

Shirasu and mozzarella cheese
iron plate omelet

1210

1350

860

1430

Main dishes

メイン料理

山形県産豚肩ロースと
発酵玉ねぎの生姜焼き

朝市で見つけた
鮮魚のムニエル

贅沢魚介の
ブイヤベース

カシス赤ワインソース

熱々のガーリックオイルがけ

Miso tomato and luxurious
seafood bouillabaiss

Yamagata pork shoulder loin and
fermented onion ginger-grilled
cassis red wine sauce

Meuniere of fresh f ish found
in the morning market

1570

1850

プラス ¥ 500 で
リゾットにできます。

2090



Dessert

デザート

本日のタルト
Today's Tarte

ほうじ茶の
クレマカタラーナ
季節のコンポート添え
Houjicha Crema Catalana
~Seasonal compote~

880

トリュフとプラリネの
ガトーマルジョレーヌ
Gato Marjolaine with
truffles and pralines

880

880

グルテンフリー
米粉を使った
炙りチーズケーキ
Grilled cheesecakewith
gluten-free rice flour

880

お任せデザート3 種盛り合わせ

940

第 4のルビーチョコレートと季節のシャーベット

550

Assorted 3 kinds of desserts

Third chocolate ruby chocolate and seasonal sherbet



   

季節の果物やハーブ、スパイス、発酵、日本の食材など、
こだわりの食材を使った和テイストの自家製デザートをお楽しみください。

Dessert set （全てドリンク付き）

本日のタルト (詳しくはスタッフまで)

1320

Today's Tart

Scone set （ドリンク付き）
スコーンセット 950
外はカリッと、中はしっとりの自家製スコーンに、

Tsuchiオリジナルのりんごバターをたっぷりつけてお召し上がりください。
内容 ：スコーン×2 、自家製りんごバター、生クリーム、ドリンク
Scone×2 / Apple butter & Fresh cream / drink

トリュフとプラリネのガトーマルジョレーヌ
Gato Marjolaine with truffles and pralines

1320



ほうじ茶のクレマカタラーナ

1320

季節のコンポート添え

グルテンフリー米粉を使った炙りチーズケーキ

1320

Grilled cheesecake with gluten-free rice flour

Houjicha crema catalana seasonal compote

Set drink

下記のドリンクの中から1つお選びください

Coffee

Black tea

Flavor tea

Herb tea

コーヒー (hot/ice)

イングリッシュブレイクファースト

ベルガモットピーチ

Coffee

English break first

Bergamot peach

カフェラテ (hot/ice)

ダージリン

Latte

Darjeeling

カフェモカ (hot/ice)

ロイヤルミルク

Mocha

Royal milk

フレンチマスカット
French muscat

カモミールジンジャー
Chamomile ginger

ヒーリングブレンド
Healing blend

紅茶は紅茶専門店『 amsu tea 』の茶葉を使用しています

Farm to tableな

ライフスタイルを、
ここから。
野菜、植物、森、空気…。私たちのいのちは、
土から生まれる豊かなめぐみによって支えられています。
そのことに思いをよせ、
いつも感謝の気持ちをもっていただきたいから。

Tsuchiの料理は作り手の顔が見える
Farm to table が基本です。
丹波、富田林、愛媛 etc... 畑で採れたばかりの
新鮮な野菜や、淡路島の農家の地卵。
旬の果物をぜいたくに使った自家製の無添加シロップ、
ホームベーキングのパンやスイーツ。
そのすべては、素材のおいしさが感じられる、
作り手の想いが伝わる、
すこやかなひと皿をテーブルにお届けするために。
素直な気持ちになれる、
ほっとする、笑顔になれる
時代が求めるHappyで
サステナブルなライフスタイルとカルチャーを
ここからみなさんにお伝えしていきたいと思います。

Sustainable Lifestyle Designer
髙橋 香織

  

  
Ts u c h i が 大 切 にしている
『 食 卓の上のフィロソフィー』
家庭の食卓から、地球の未来を見つめて。
いま、サステナブルなライフスタイルを目指す小さな革命が始まります。
大阪樟蔭女子大学教授・田中愛子氏が提唱する、
食と地球の未来に向けた 10 のアクションが、私たちの行動の指針です。
1. 毎日、心を込めて料理をしよう。
2. 食べられる植物を育て、土の恵みに感謝していただこう。
3. 人と語り合い、笑顔の絶えない食卓をみんなと囲もう。
4. 器や道具に込められた技術と美しさを楽しもう。

店 舗 設 計・内 装 デ ザイン

5. すべてのレシピに込められた知恵と愛情を感じよう。

隈研吾建築都市設計事務所

6. 世界の食の歴史や文化の多様性を尊重し、体験しよう。

滑らかな木肌をもつ米ヒバ 材を、「テンセグリティ」と呼ばれる構造形

7. 美しくいただくためのマナーを大切にしよう。

式で宙に浮かせました。白くみずみずしい空間に、自然の木材が軽や

8. 世界で今、何が起こっているのか？自然環境や食の問題に目を向けよう。

かさと暖かみをもたらします。御堂筋のにぎやかさの中に、銀杏並木と

9. 持続可能な未来を担う子どもたちに、すこやかでおいしい食を届けよう。

連続しながら、ほっと一息つける場所をつくりました。

10. すこやかな食と暮らしのために、毎日の食卓から革命を起こそう。

Tsuchi

Tsuchi

OPEN 11 : 00 / CLOSE 23 : 00
TEL 06 – 6641 – 2680

OPEN 11 : 00 / CLOSE 23 : 00
TEL 06 – 6485 – 7177

大阪府大阪市中央区難波 4 – 3 – 3

大阪府大阪市北区北茶屋町 8 – 26

ホテルロイヤルクラシック大阪 1 F

NU 茶屋町プラス 3F

