
Tsuchi Chayamachi

Nu chayamachi plus 3F 8-26, Chayamachi,

Kita-ku Osaka-shi, Osaka, 530-0013, Japan

Open 11: 00  Close 23: 00 / Al l Day

� � � � � � � � � �
FAR M TO TABLE



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デザート。

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

Farm to tableな
ライフスタイルを、ここから。

食材について Ts u c h iでは食材ひとつひとつに安心で安全なものを使用しています。
自然由来の素材を使用し、化学調味料や保存料、香料などは使用しておりません。

生産者直送、イージーファームの野菜
大阪河南で農薬や化学肥料を使わず、酵素の働きで健康な野菜を栽培しています。

よろしい茸    
粒子が細かく浸透性が高い電子水を使う事で細胞に栄養や水分が隅々までいきわたり、みずみずしい椎茸に。

きび砂糖
きび砂糖は旨味成分を多く含んでいるため、料理に使う時には、「コクが出る」「照りがよく出る」
「風味を強くする」「色が濃くなる」といった特徴があります。

米油
０コレストロールで酸化しにくく、低トランス脂肪酸で、アンチエイジングの効果も有ると言われています。
スーパービタミンEも含まれており、優れた抗酸化作用があります。

タスマニアサーモン
世界一きれいな海で育てられた世界一美味しいと言われているサーモンです。

鳥取県のブランド鶏「大山どり」
大山山麓のきれいな空気と新鮮な地下天然水で育てた健康で美味しい鶏。

料理の要、「自然製法の塩」
イタリア産「フィーノ」や瀬戸内「花藻塩」など、ミネラル豊富な天然塩を使用しております。

RICE OIL
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1380

1430

1280

990

880

880

APPETIZER 海と大地の恵を
詰め込んだ前菜

インカのめざめの肉巻きポテトサラダ・トリュフの香り 大山どりとクルミ・ラクレットチーズの焼きたてキッシュ

窯焼き農園野菜のアンチョビバター焼き

●ラクレットチーズがけ / +900

ハーフサイズ / 990

窯焼き農園野菜のアンチョビバター焼き

カリフラワーのロースト たっぷり蟹みそソース

マグロ赤身のタルタル&カルパッチョ ～2種の自家製ソースで～

大山どりとクルミ・ラクレットチーズの焼きたてキッシュ

インカのめざめの肉巻きポテトサラダ・トリュフの香り

子持ちワカサギのフリットと黒オリーブペースト

当店のおすすめ定番メニュー。農園野菜をたくさん使用しています。

豪快にまるごと �個ローストします！ コクのあるソースがお酒にもピッタリ。

わさびクリームと日替わりソースの�種を、マグロと合わせて�通り組み合わせを楽しめる �皿です。

ガーリックを効かせた大山どりに、ラクレットを乗せた焼きたて熱々をお召し上がりください。

トリュフを練りこんだポテトサラダを豚肩肉で包み、チェダーソースで仕上げます。

珍しい子持ちのワカサギです。食感をお楽しみください。
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TAPAS

日替わり農園野菜のサラダ 自家製リンゴのドレッシング

合鴨マリネとクリームチーズのオレンジサラダ・木の実のグラノーラ

チェリーモッツァレラとパルマ産生ハムのカプレーゼ

こだわりの有機野菜を彩りよく仕上げました。

ハチミツマリネの合鴨に、オレンジとクリームチーズがベストマッチ。

かわいいチーズとミニトマトを、熟成生ハムで食べるサラダです。

770

1100

1430

ALL / 330
お酒によく合う
一品料理

SALDA 直送農園野菜のおいしさを活かした
心にも体にも優しいサラダ

自家製
スモークサーモン

ブロッコリーの
アーリオ・オーリオ

熟成生ハム
&サラミ

程よく脂の乗った
サーモンの香ばしい燻製。

コリコリ食感と
ガーリックオイルが最高。

パルマ産の熟成生ハムと
イタリアサラミの小皿盛り。

エスカベッシュ 野菜たっぷり
ラタトゥイユ

あっさりとした白身魚の
フリットに、優しい酸味の
和テイストの味付けです。

ゴロゴロ野菜をたっぷりと
トマトで煮込みました。

合鴨マリネとクリームチーズのオレンジサラダ・木の実のグラノーラ チェリーモッツァレラとパルマ産生ハムのカプレーゼ

�� ����������



��

ピッツァマルゲリータ
トマトソース / モッツァレラ / バジル

1280

ピッツァマルゲリータDOC
トマトソース / 水牛モッツァレラ / ミニトマト / バジル

1730

サラミポモドーロ
トマトソース / サラミ / ミニトマト / モッツァレラ

1430

PIZZA 高温の石窯で焼き上げた
もちもちのナポリピッツァ

プロシュート
ルッコラ

トマトソース / 生ハム
フレッシュルッコラ / モッツァレラ

1430

４種チーズのピッツァ
はちみつ添え

クリームソース / ゴルゴンゾーラ
燻製チーズ / モッツァレラ / グラナパダーノ

1280

クリームソース / ラクレットチーズ
サラミ / ジャガイモ

1430

ハーブシュリンプと
カマンベールのバジルソース

バジルソース / ハーブシュリンプ
カマンベールチーズ / ミニトマト

1430

ベーコン＆エッグ
スピナッチ

トマトソース / スライスベーコン
ほうれん草 / 半熟卵

1280

ローストポーク
オニオンガーリック
トマトソース / ローストポーク
オニオンチップ / ガーリックチップ

1280

ラクレットチーズとサラミ、
ジャガイモのピッツァ

����� ��

カスタムチーズピッツァ 900～

ラクレットチーズ

水牛モッツァレラ

カマンベールチーズ

ゴルゴンゾーラチーズ

マスカルポーネチーズ

レッドチェダーチーズ

200

200

200

100

100

100

スモークチーズ

クリームチーズ

モッツァレラチーズ

ペコリーノチーズ

ミモレットチーズ

蜂蜜

100

100

100

100

100

100

トッピングを下記からお選びください

�������������
農園野菜のピッツァ

1430

契約農家直送の安心野菜

������のおいしい野菜の秘密

ファーム･トゥ･テーブル文字通り、「畑
から食卓まで」食生活の理想である地
産地消（地元で生産されたものを地元
で消費する）の実践である。地元でな
くても、せめて自分が食べているもの
を作っている人の顔が見える。安心･
安全、新鮮な食材を提供する考え方に
基づくそれが私たち「������」の信念。

※仕入れ状況により食材は異なります

DE S SERT PI ZZA もちもちしたピザ生地に
相性抜群の新感覚デザート

CUSTOM CHEESE PIZZA お好きなピッツァにチーズをトッピング！
オリジナルピッツァが作れます。

林檎とマスカルポーネの
ハニーピッツァ
上質なマスカルポーネに
新鮮な林檎を乗せて焼き上げます。
蜂蜜がおいしさを際立たせます。

1280

シュガーバター
ピッツァ
バニラアイスに
たっぷり生クリーム。
シナモンの香りが絶妙。

980

旬な食材の繊細な味わい、

素材そのものを、

大胆に味わっていただきたい。

もちもちなのに、

さっくりと香ばしい生地が、

具材の美味しさを

一層引き立てます。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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旬のヤリイカと春菊のみぞれ風
スパゲッティ ポン酢餡ソース
肉厚のヤリイカにポン酢と柚子胡椒の香り。
みぞれ煮にしたあっさりオイルパスタです。

1430

青森県産にんにくを
たっぷり使ったペペロンチーノ
香り高い国産ニンニクを
たっぷりと使用しています。

1100

ハーブシュリンプと
ブロッコリーのオイルパスタ
ハーブで育ったプリプリの海老と、
ソースによく絡むブロッコリーのアーリオ・オーリオ。

1280

●パスタ大盛り（1.5倍） +220

ハーブシュリンプと海老芋、蓮根のクリームパスタ シチリア産カラスミがけ

厳選雲丹とアボカドの贅沢クリームパスタ

合鴨とポルチーニのラグー トマトクリームのリガトーニ

レモンオイル香るさわやかなクリームソースに、風味豊かなカラスミを目の前でおかけします。名産地、南大阪の海老芋を使用。

ウニとアボカドの濃厚クリームソース。たっぷり生ウニトッピング！

太い筒状のショートパスタ “リガトーニ” 味わい深い合鴨の煮込みをトマトクリームのソースで！

1680

1760

1780

PASTA 旬の食材をふんだんに使用した
冬に食べたくなるパスタ

Seonal

PASTA ������の具材たっぷり定番パスタは
シェアスタイルでお楽しみいただけます

�	������������ ��

サルシッチャと白ネギの
トマトスパゲッティ
ブッラータチーズ乗せ
中からクリームが溢れ出すブッラータチーズ。
温かいパスタと絡めてお召し上がりください。

1780

スズキとルッコラの
プッタネスカ

ニンニク、鷹の爪、オリーブ &ケイパーの、
ナポリの定番トマトパスタです。

1380

真ダコと四川豆板醤の
アラビアータ

じっくり煮込んだ真ダコに、
花椒を効かせたピリ辛トマトソースです。

1480

ハーブシュリンプと海老芋、蓮根のクリームパスタ シチリア産カラスミがけ 合鴨とポルチーニのラグー

厳選雲丹とアボカドの贅沢クリームパスタ

鶏胸肉のグリルと
大阪産よろしい茸のパスタ
生わさびのクリームソース
生わさびのソースを後がけにするとで爽やかな香りと
ピリッとした辛さをお楽しみいただけます。

1430

ポルチーニと
きのこのゴルゴンゾーラ
クリームパスタ
香り高いきのこのクリームパスタを、
ゴルゴンゾーラチーズでドレスアップ！

1540

���
����
������

食料（����）輸送距離（�������）

この野菜って？この麺って？それっ

てどこのなの？知らず知らずと外国

からの輸入物を手にすることが多

い。日本の食料自給率は���しか
ないのです。（���年）
������では地球環境を考え、食材を

比べて �
�	�������������� を徹底

的に選んでます。

フードマイレージとは？

ベーコンと淡路玉ねぎの
クリームパスタ
厚切りベーコンと甘く炒め玉ねぎ、
ベーシックながらつい食べたくなるパスタです。

1320

土香るゴボウと
グアンチャーレのカルボナーラ
豚ほほ肉の生ハム・グアンチャーレの甘みと、
土ゴボウの薫り広がる絶品カルボナーラ！

1430

ホタテ貝柱とスナップエンドウの
バジルソースパスタ
北海道産ホタテ貝柱と河南スナップエンドウを、
バジルのソースで仕上げました。

1430

�����
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Raclee
chse dishes

大山どりもも肉と

自家製ハンバーグの

オーブン焼き

スパイスを効かせた鶏もも肉と、
ビーフハンバーグの合乗せプレート。
焼きリゾット付き。

2750

アンガスビーフの

グリルステーキ

赤ワインソース

赤身の旨味×濃厚チーズ
スイス産の本格ラクレットを
たっぷりとおかけします！

2970

��

����������������������������

�����������������

ラクレットチーズはスイスの伝統料理。
Ts u c h iでは熱々のラクレットチーズをお客様の目の前でおかけします。
温かいうちにお召し上がりください。

R AC L E T TE
CHE E S E

���������������



DE S SERT 季節の果物やハーブ、発酵など、
こだわりの食材を使った自家製デザート

DE S SERT PI ZZA もちもちしたピザ生地に
相性抜群の新感覚デザート

��

DRINK 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『��������』の紅茶などがお楽しみいただけます

クラフトコーラ 660 660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

500

500

500

���������

レモンスカッシュ

レモネード

ベリーベリーフィズ

キウイソーダ

オレンジソーダ

オレンジジュース

アップルジュース

ウーロン茶

コーヒー(hot/ice)

カフェラテ(hot/ice)

モカ(hot/ice)

エスプレッソ

550

660

660

440

660

660

660

660

ロイヤルミルクティー(hot/ice)

チョコミルク(hot/ice)

サンペレグリノ (炭酸水)

ティーソーダ

����

ティーソーダの内容はスタッフまでお気軽にお尋ねください

���

イングリッシュブレイクファースト

ダージリン

アッサム

紅茶専門店「��������」の茶葉を使用。スリランカ産の紅茶を中心に上質な茶葉を厳選しています。

Black tea

ティーフリー

スウィートアップル

ベルガモットピーチ

フレッシュベリー

スウィートハート

アプリコットオレンジ

フルーツキャンディ

アールグレイ

エンジェルジャスミン

メモリアルジャスミン

キャラメルナッツ

ミルキッシュクレメ

フレンチマスカット

Flavor tea

ローズヒップピーチ

オレンジフラワー

カモミールジンジャー

ヒーリングブレンド

Herb tea

ティーフリーでは、紅茶専門店「��������」の紅茶を少量ずつ
ホットストレートでお楽しみいただけます。��種類の茶葉から
スタッフのおすすめをランダムでお淹れいたします。

1000 [ HOT / ICED ]

[ HOT / ICED ]

[ HOT / ICED ]

��

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自家製コーラシロップを使用。

クラフトジンジャーエール 660
国産生姜を使った、スパイスの香り際立つ

自家製ジンジャーシロップを使用。保存料無添加。

Tsuchiの自家製ティラミス
自家製クロワッサンに乗せて
お召し上がりください。

930

懐かしのプリン・ア・ラ・モード
昔ながらの仕上げのプリンに、
バニラとフルーツの贅沢プレート。

990

Tsuchiのチーズケーキ
ニューヨークスタイルの
濃厚ベイクドチーズケーキ。

850

林檎とマスカルポーネの
ハニーピッツァ
上質なマスカルポーネに
新鮮な林檎を乗せて焼き上げます。
蜂蜜がおいしさを際立たせます。

1280

シュガーバター
ピッツァ
バニラアイスに
たっぷり生クリーム。
シナモンの香りが絶妙。

980

青森県“木村りんご園”で採れたりんごを使用しています

食品ロスを減らす取り組み

木村りんご園さんは、小規模ながら質の高いりんごを作っているのですが、その中
で少しだけキズが付いたり、形が悪かったりするだけで、廃棄されてしまうときもあ
るんです。そういった食品ロス問題の力になりたいという想いから、遥か青森より
直送してもらい、新鮮な状態で提供できるように日々努力しております。

����
����	������ ����
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ALCOHOL DRINK オリジナルカクテルなどが
お楽しみいただけます

BRAND INFORMATION

��

750

660

750

750

750

����

ハイネケン

零 I C H I (ノンアルコールビール)

クラフトシャンディーガフ

クラフトパナシェ

クラフトキウイビール

680

680

680

680

680

680

680

��������

ハイボール

ジンジャーハイボール

コークハイボール

オレンジハイボール

キウイハイボール

ベリーハイボール

レモネードハイボール

680

680

680

680

���

レモンサワー

オレンジサワー

キウイサワー

ベリーサワー

680

680

680

680

������

スタンダードモヒート

オレンジモヒート

ベリーモヒート

キウイモヒート

660

990


����	

陸

富士

tsuchi _off icialtsuchi _chayamachi

大阪市北区北茶屋町 ����
��茶屋町プラス��

Ts uchi

大阪市中央区難波�����
ホテルロイヤルクラシック大阪 ��

Ts uchi

������������
������ ��������

�����������北浜
�����������髙島屋ファーム

����

	������嵐山本店
����

	������梅田

�������������
�
�����������������

�����������
���ラウンジ
堀江卓球部

https ://lworld.co.jp
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