…Vegan

VEGAN DESSERTS

…Gluten free

…For athlete

For your Beauty & Health

Nourish yourself on the inside ﬁrst. Mr.FARMER oﬀers you healthy vegan desserts.

PINEAPPLE SUNDAE

1,490

NO-BAKE CHEESE CAKE
WITH MELON

ALMOND MILK
MANGO PUDDING

890

GUILT FREE VEGAN ICE CREAM

790

BEVERAGES

（ MAPLE VANILLA / CHOCOLATE / COCONUT ）

Each 700

Superfood Toppings
＋150
・Spirulina ・Quinoa ・Chia seeds

VEGGIE SMOOTHIES

NO VEGETABLES
NO LIFE

FARMER’S MADE

790

●

Dr.Beauty

STRAWBERRY / BLUEBERRY /
ACAI / APPLE / CAMUCAMU

●

Energy Yellow

CARROT / GINGER / TURMERIC / TAHINI /
PINEAPPLE / ORANGE / COCONUT MILK

●

Recovery Pink

Refresh Cleanse

● ●

WATERMELON / BANANA / LIME /
AGAVE SYRUP

KALE / KOMATSUNA / KIWI / BANANA /
AGAVE SYRUP / COCONUT MILK

LEMONADE

ORGANIC COFFEE
●

ORGANIC COFFEE（ ICED / HOT ）

490

●

ORGANIC ESPRESSO（ SINGLE ）

350

●

CAFFE LATTE（ ICED / HOT ）

590

●

FARMER’S LEMONADE
（ ICED / HOT ）

750

●

EARL GREY TEA LEMONADE
（ ICED / HOT ）

750

●

GINGER LEMONADE
（ ICED / HOT ）

750

OTHERS

TEA
●

EARL GREY TEA（ HOT ）

550

●

FRESH GINGER ALE

590

●

ORGANIC ICED TEA

490

●

PERRIER / 330ml

690
*The prices are excluding consumption tax. *The ingredients might be changed due to the weather or delivery situation. *We serve domestically produced rice. *The picture may vary from actual food.
〈For customers with food allergies〉

*The prices are excluding consumption tax.

1907S

1) An allergen list of 27 items is available. Please feel free to ask our staﬀ. 2) Shrimps and crabs may be contained in the seafood ingredients we use at our restaurant.
3）Tolerance against allergen varies among individuals. Since our preparation and cooking process involves shared cookware and dishwasher, please be extra cautious if you react to a slight amount of allergen.

…Vegan

POWER PROTEIN MENUS

…Gluten free

Made with all plant-based ingredients including sauce & stocks
without meat, ﬁsh, eggs, or dairy products.

…For athlete

Superfood Toppings
＋150
・Spirulina ・Quinoa ・Chia seeds

VEGAN MENUS

Power protein beef plate

Vegan vegetable green curry, quinoa & brown rice

Vegan Loco Moco

VEGAN VEGETABLE GREEN CURRY,
● VEGAN LOCO MOCO
1,690
1,750
QUINOA & BROWN RICE
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
●

quinoa / brown rice / green curry / avocado / pickles / mixed beans /
fried tofu / sauerkraut / curry marinated cauliﬂower / sauteed kale /
coriander / seasonal vegetables

Egg white omelete Mexican salsa & avocado

brown rice / quinoa / soy meat / "Kaeshi" ﬂavored soy sauce /
soy mayonnaise / papaya / avocado / pickles / sprouts / Mexican salsa /
sauteed kale / seasonal vegetables

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

Herb roast chicken (half) with quinoa tabbouleh

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
●

POWER PROTEIN PLATE / BEEF

brown rice / quinoa / boiled egg / roast beef / avocado /
marinated mushrooms / mixed beans / seasonal vegetables

2,150

herb roasted chicken / quinoa / eggplant / zucchini / tomatoes /
potatoes / mushrooms / lemon / genovese sauce

1,890

tomatoes / jalapeno / red onion / paprika / gouda cheese /
coriander / avocado / Mexican salsa / pecorino cheese

1,690

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
●

HERB ROASTED CHICKEN（HALF）WITH QUINOA TABBOULEH

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
●

EGG WHITE OMELET MEXICAN SALSA & AVOCADO

Recommended topping
Spinach

+150

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

OPEN FACED SANDWICHES
Vegan burger with avocado & teriyaki sauce

Asian salad wraps with quinoa tabbouleh, Tofu & avocado

● ASIAN SALAD WRAPS
VEGAN BURGER WITH AVOCADO & TERIYAKI SAUCE 1,690
1,490
WITH QUINOA TABBOULEH, TOFU & AVOCADO
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
●

buns / red wine Teriyaki sauce / vegan mustard mayonnaise /
tomatoes / avocado / lettuce / soy patty / caponata

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

Roast beef & Mascarpone cheese

●

Croque-monsieur with spinach & bacon

ROAST BEEF & MASCARPONE CHEESE

SOUP OF THE DAY

Eggs benedict with avocado & smoked salmon trout

campagne bread / garlic butter / roast beef / sauteed onion / red onion / cherry tomatoes /
baby leaf / mascarpone cheese / pecorino cheese / mustard mayonnaise / caponata

1,690
1,590
1,550

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
●

CROQUE-MONSIEUR WITH SPINACH & BACON

campagne bread / garlic butter / bechamel sauce / mushrooms / bacon / spinach /
onion / cheddar cheese / gouda cheese / pecorino cheese / caponata

●

EGGS BENEDICT
WITH AVOCADO & SMOKED SALMON TROUT

english muﬃn / smoked salmon trout / avocado / poached egg / sauteed spinach /
spinach hollandaise sauce / red cabbage sprout / capers / pink peppers / caponata

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

*Regarding Gluten-Free menus, The Gluten-free menus are not including gluten, but we still have ingredients including gluten such as wheat in our kitchen.
*Regarding Vegan menus, The Vegan menus are all made of plant-based ingredients, but we still have animal protein foods in our kitchen.
*We serve domestically produced rice. *The picture may vary from actual food.

spinach tortilla / sunny lettuce / quinoa / eggplant / zucchini / tomatoes /
carrot / Japanese radish / Tofu / coriander / avocado / sweet chili sauce /
caponata
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

PLATE

+ a set of half salad & bread

PLATE

BOWL

CUP

1,150

750

550

※Please ask your waiter

*The prices are excluding consumption tax.

I LOVE FARM
私たちが提供するお野菜は、契約農家さんや全国各地の厳選したお野菜です。
愛情たっぷりに育てられたお野菜は元気そのもの！
色や形も様々で味や香りも個性的。
そんな美味しいお野菜たちをたくさん食べてもらいたくて、

FARMER’S SALAD MENU

そして体も心も元気になってもらいたくて。
そんな願いが私たちの料理には込められています。

NO VEGETABLES NO LIFE
2019 S

Mr.FARMER 表参道
TEL / 03-5413-4215

Mr.FARMER 東京ミッドタウン日比谷
TEL / 03-3519-3066

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-5-12 セピア原宿1F

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-2

Mr.FARMER 新宿ミロード

Mr.FARMER 三井アウトレットパーク木更津

TEL / 03-3349-5731
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-1-3 小田急新宿ミロード モザイク通り

東京ミッドタウン日比谷 B1 F

TEL / 0438-41-3313

〒292-0009 千葉県木更津市金田東3-1-1 三井アウトレットパーク木更津1F

Mr.FARMER 駒沢オリンピック公園
TEL / 03-5432-7062
〒154-0013 東京都世田谷区駒沢公園1-1-2 駒沢オリンピック公園内（西口付近）

〈For customers with food allergies〉1) An allergen list of 27 items is available. Please feel free to ask our staﬀ. 2) Shrimps and crabs may be contained in the seafood ingredients we use at our restaurant.

3）Tolerance against allergen varies among individuals. Since our preparation and cooking process involves shared cookware and dishwasher, please be extra cautious if you react to a slight amount of allergen.

〈食物アレルギーがご心配のお客様へ〉1. 当店ではアレルゲン 27 品目の使用リストをご用意させていただいておりますので係りの者にお尋ねください。2. 当店で使用している魚介類には、えび・かに等が混在している場合があります。
3. アレルギー物質に対する感受性には個人差があります。使用する原材料の製造工場や店舗内においては、同一の調理器具・洗浄機を使用しておりますので、微量でも反応してしまう可能性のあるお客様はご注意ください。

It’s My SALAD!

SEASONAL RECOMMENDED

CUSTOM 950 /

PLATE

1,350

BASE + 1 TOPPINGS + 2 DRESSING

BASE

ロメインレタス / ケール / トレビス
romaine lettuce / kale / radicchio

1 TOPPINGS

2 DRESSING

下記より4種類お選びください。

下記より1種類お選びください。

Choose 4 from below

Mexican CORN!

Fresh Watermelon

ロメインレタス / ケール / トレビス / とうもろこし / アボカド / ミニトマト / サラダチキン /
パプリカ / Mixビーンズ / コリアンダー / 赤玉ねぎ / トルティーヤチップス / 青とうがらし /
ライム / バッファローランチドレッシング

ロメインレタス / ケール / トレビス / スイカ / バジル / ミント / キュウリ / カラフルトマト /
スパイスシード / カッテージチーズ / ヴィーガンジェノベーゼドレッシング

とうもろこしとチキンのメキシカンサラダ バッファローランチドレッシング

romaine lettuce / kale / radicchio / corn / avocado / cherry tomatoes / salad chicken / paprika /
mixed beans / coriander / red onion / tortilla chips / green pepper / lime / buffalo ranch dressing

1,250 /

PLATE

スイカとカッテージチーズのサラダ ヴィーガンジェノベーゼドレッシング

romaine lettuce / kale / radicchio / watermelon / basil / mint / cucumber / colorful tomatoes /
spice seeds / cottage cheese / vegan genovese dressing

1,650

1,350 /

PLATE

Vegan GREEN!!!

Love CORIANDER

1,950

コリアンダーとアボカド、シュリンプ

1,350 /

Always CAESAR

PLATE

1,750

romaine lettuce / kale / radicchio / coriander /
avocado / cherry tomatoes / red onion /
shrimps / cucumber / lime / Mexican salsa /
lime, jalapeno & coriander dressing

romaine lettuce / kale / radicchio /
fresh mushrooms / anchovy / eggs mimosa /
croutons / tomatoes / pecorino cheese /
lime / homemade caesar dressing

+

インゲン
green beans

スプラウト
sprouts

ブロッコリー
broccoli

マッシュルーム
fresh mushrooms

1,750

set of bread & today's vegetable soup

ズッキーニ
zucchini

コリアンダー
coriander

オーガニック
アガベ
organic agave
syrup vinaigrette

ヴィーガン
ジェノベーゼ
vegan genovese

紅芯大根
water melon radish

ビーツ
beets

ミックスビーンズ
mixed beans

サラダチキン
salad chicken

ツナ
canned tuna

アンチョビ
anchovy

サルサ
salsa

ミモザ（ゆで玉子）
eggs mimosa

SEASONAL TOPPINGS
バッファローランチ
buffalo ranch
ライプオリーブ
ripe olives

揚げ豆腐
fried tofu

スイカ
Watermelon

パプリカ
paprika

とうもろこし
corn

ケールとマッシュルームのシーザー

ロメインレタス / ケール / トレビス /
マッシュルーム / アンチョビ / ミモザ（ゆで玉子）/
クルトン / トマト / ペコリーノチーズ / ライム /
ホームメイドシーザードレッシング

PLATE

キュウリ
cucumber

ヴィーガングリーン

ロメインレタス / ケール / トレビス /
コリアンダー / アボカド / ミニトマト / 赤玉ねぎ /
シュリンプ / キュウリ / ライム / メキシカンサルサ /
ライムハラペーニョコリアンダードレッシング

1,350 /

PLATE

PLATE

カラフルトマト
colorful tomatoes

romaine lettuce / kale / radicchio /
avocado / sprouts / seasonal green vegetables /
vegan genovese dressing

romaine lettuce / kale / radicchio / salad chicken /
tomatoes / eggs mimosa / avocado / mortadella /
olive / feta cheese / smoked salmon trout /
organic agave syrup dressing

1,550 /

赤玉ねぎ
red onion

ライムハラペーニョ
ホームメイド
コリアンダー
シーザー
homemade caesar
lime, jalapeno &
coriander

ロメインレタス / ケール / トレビス /
アボカド / スプラウト / 季節のグリーン野菜 /
ヴィーガンジェノベーゼドレッシング

ロメインレタス / ケール / トレビス / サラダチキン /
トマト / ミモザ（ゆで玉子）/ アボカド / モルタデッラ /
オリーブ / フェタチーズ / スモークサーモントラウト /
オーガニックアガベドレッシング

人参
carrot

1,750

FARMER'S STYLE
MF COBB ファーマーズコブ

Choose 1 from below

1,150 /

PLATE

1,550

サラダ＋ブレッド＋本日のお野 菜スープ

VEGAN 「肉・魚・卵・乳製品」を一切使用せず、新鮮な野菜と穀物などの植物性食材のみで作ったメニューです。
GLUTEN FREE 小麦などに含まれているたんぱく質の一種であるグルテンを含まない食品のことです。
※ヴィーガンメニューについて…メニューの使用食材には動物性の成分を含んでおりませんが、当店では動物性食材自体の使用はございます。
※グルテンフリーメニューについて…メニューの使用食材にはグルテン成分を含んでおりませんが、当店では小麦をはじめとするグルテン含有食材の使用はございます。
※表示価格には別途消費税がかかります。

EXTRA TOPPINGS
Chips & Nuts

ヘーゼルナッツ
hazelnuts

アーモンド
almonds

+50

クルミ
walnuts

Premium1 +200

松の実
pine nuts

スパイスシード
spice seeds

クルトン
croutons

トルティーヤチップス
tortilla chips

Special & Superfoods +150

キヌア
quinoa

チアシード
chia seeds

スピルリナ
spirulina

スモークサーモントラウト モルタデッラ
smoked salmon trout
mortadella

Premium2 +250

アマニ
flax seeds

アボカド
avocado

きのこソテー

フェタチーズ

sauteed mushrooms feta cheese

ローストビーフ
roast beef

*Regarding Vegan menus, The Vegan menus are all made of plant-based ingredients, but we still have animal protein foods in our kitchen.
*Regarding Gluten-Free menus, The Gluten-free menus are not including gluten, but we still have ingredients including gluten such as wheat in our kitchen.
*The prices are excluding consumption tax.

シュリンプ
shrimps

SHINJUKU RECOMMENDED

r
Vegan appetize

VEGAN APPETIZER
VEGAN DEEP-FRIED “CHICKEN”

ヴィーガンフライド “チキン”

1,190

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

Soy meat / black abalone mushrooms / vegan tartare sauce /
coriander / lemon
大豆ミート / 黒あわび茸 / ヴィーガンタルタル / コリアンダー / レモン

VEGAN BURGER

Vegan Burger

VEGAN BURGER WITH AVOCADO & TERIYAKI SAUCE
ヴィーガンバーガー
1,690
アボカド＆テリヤキソース
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
Buns / soy meat / tomato / avocado / lettuce / red onion /
red wine Teriyaki sauce / vegan mustard mayonnaise / caponata
バンズ / 大豆ミート / トマト / アボカド / レタス / 赤玉ねぎ /
赤ワインテリヤキソース / ヴィーガンマスタードマヨネーズ / カポナータ

Power protein

plate

POWER PROTEIN PLATE
POWER PROTEIN PLATE / CHICKEN

パワープロテインプレート / チキン 1,750

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

Brown rice / boiled egg / steamed chicken breast / avocado /
marinated mushrooms / mixed beans / quinoa / seasonal vegetables
ブラウンライス / ゆで玉子 / チキンブレスト / アボカド /
きのこマリネ / MIX ビーンズ / キヌア / 季節野菜

The prices are excluding consumption tax. 表示価格には別途消費税がかかります。

1905S

BEVERAGES

NATURAL WINES

By the glass

BOTTLE

SPARKLING

SPARKLING
（130ml）

VALDIBIESO BRUT

650

ヴァルディビエソ・ブリュット NV

WHITE

VALDIBIESO BRUT

ヴァルディビエソ・ブリュット NV

（750ml）

3,500

WHITE
（130ml）

（750ml）

650

NOSTRE TERRE CHARDONNAY VEGAN
ノストレ・テッレ・ヴィーガン・シャルドネ

CAPE HEIGHTS VIONIER
ケープ・ハイツ・ヴィオニエ

550

CAPE HEIGHTS VIONIER
ケープ・ハイツ・ヴィオニエ

3,000

LOBETIA CHARDONNAY
ロベティア・シャルドネ

600

LOBETIA CHARDONNAY
ロベティア・シャルドネ

3,300

SOAVE ORGANIC
ソアーヴェ・オーガニック

650

SOAVE ORGANIC
ソアーヴェ・オーガニック

3,500

LE CANON DU MARECHAL BLANC
カノン・デュ・マレシャル・ブラン

700

LE CANON DU MARECHAL BLANC
カノン・デュ・マレシャル・ブラン

3,800

NOSTRE TERRE CHARDONNAY VEGAN
ノストレ・テッレ・ヴィーガン・シャルドネ

RED

2,900

RED
（130ml）

（750ml）

NOSTRE TERRE CABERNET SAUVIGNON VEGAN
ノストレ・テッレ・ヴィーガン・カルベネ・ソーヴィニョン 650

NOSTRE TERRE CABERNET SAUVIGNON VEGAN
ノストレ・テッレ・ヴィーガン・カルベネ・ソーヴィニョン

CAPE HEIGHTS SHIRAZ
ケープ・ハイツ・シラーズ

550

CAPE HEIGHTS SHIRAZ
ケープ・ハイツ・シラーズ

3,000

ABAI MERLOT
アバイ・メルロー

600

ABAI MERLOT
アバイ・メルロー

3,300

GAMMA ORGANIC PINOT NOIR RESERVA
ガンマ・オーガニック・ピノ・ノワール・レセルバ

650

GAMMA ORGANIC PINOT NOIR RESERVA
ガンマ・オーガニック・ピノ・ノワール・レセルバ

3,500

LE CANON DU MARECHAL ROUGE
カノン・デュ・マレシャル・ルージュ

700

LE CANON DU MARECHAL ROUGE
カノン・デュ・マレシャル・ルージュ

3,800

2,900

※ワイン造りのプロセスで、動物由来の物質を使わない、ヴィーガンの方にもお楽しみいただけるワイン。

BEER

OTHERS
CRAFT BEER

HEARTLAND BEER
ハートランド

YONAYONA ALE

690

よなよなエール

790

The prices are excluding consumption tax. 表示価格には別途消費税がかかります。

HIGHBALL
ハイボール

690

FRESH HERB HIGHBALL
フレッシュハーブハイボール

750

ORGANIC GINGER BEER
オーガニックジンジャービア

750

1810 S

