“みんなでシェアして食べよう!”
ジンジャー・ムーン自慢の料理は
一緒にお越し頂いた皆様でシェアすることを目的に作られています。
大切な友人や家族とおしゃべりしながら食事をするだけで
「美味しい」は倍増します。
お好みの料理をいくつか注文して、みんなでシェアしてお召し上がりください。
Selamat Menikmati (スラマッ・ムニクマティ)！
心ゆくまでお楽しみください！

_____nibble

おつまみ______________________________

acar (vegetable) pickle

アチャール (インドネシア風ピクルス)

15k

tempeh & payek chips, mango, tamarind dip

テンペ＆インドネシア揚げ煎餅、マンゴー＆タマリンドディップ

38k

prawn crackers

海老の揚げ煎餅

28k

spicy bbq chicken wings

手羽先のスパイシーBBQ ソース

67k

spring rolls (2) – chicken curry, yoghurt, herbs, cucumber

春巻き (2個) – チキンカレー、ヨーグルト、ハーブ、キュウリ

58k

spring rolls (2) – vegetables, rice noodles, sweet soy

春巻き (2個) – ベジタブル、春雨、甘醤油

48k

salt ‘n’ pepper tofu, coriander, mango dipping sauce

パクチーと豆腐の塩コショウ、マンゴーディップソース

38k

“bali nachos” – spiced chicken, sambal, herbs, lime, avocado, crackers

“バリ風ナチョス”(スパイシーチキン、サンバル、 ハーブ、ライム
アボガド、クラッカー )

78k

salt ‘n’ pepper squid, seaweed salad, lemon aioli, sambal

イカの塩コショウ、海藻サラダ、レモンアイオリソース、サンバル

64k

perkadel jagung (corn fritters), sambat tomat, bali basil
トウモロコシのフリッター、/トマトのサンバル、バリ産バジル
peking duck, pancakes, spring onions, cucumber, plum hoi sin sauce

45k

北京ダック、蒸しパン、ネギ、キュウリ, プラム・ホイシンソース
prices are subject to 7% service charge plus 10% government tax.

上記価格に7%のサービス料金と10%の税金が別途かかります。

115k(S)/ 225k(L)

_____rice paper rolls

生春巻き___________________________

gado gado (vegetable salad), peanut sauce

ガドガド (ピーナッツソースで頂くたっぷりのゆで野菜)

54k

pork, prawn, mango, herbs, sweet chilli dipping sauce

豚肉、エビ、マンゴー、ハーブ、甘辛チリソース

_____

45k

half moon steamed buns (3) 中華挟み蒸しパン (3個入り)

babi guling (suckling pig), lawar

バビ・グリン (子豚の丸焼き)、ラワール

85k

ayam pelalah (grilled, shredded chicken)

アヤム・プララ（ほぐしたスパイスチキンのグリル）

67k

crumbed barramundi, slaw, curry aioli

バラマンディ（白身魚）のパン粉揚げ、コールスロー、カレー風味のアイオリソース 79k
tofu, peanut sauce pecel bali

豆腐、ピーナッツソースのバリ風ペチェル

67k

mini hot dog – balinese pork sausage, lawar, sambal tomat

ミニ・ホット・ドッグ (バリ風ポークソーセージ、ラワール、トマトのサンバル)

78k

beef rendang, coconut, spices, kemangi, fried shallots

牛肉のココナッツ煮、クマンギ、揚げエシャロット

_____dumplings

87k

点心_________________________________

king prawn, ginger, spring onion (4)

車エビの特製蒸し餃子(ショウガ、ワケギ)（4個）

55k

pot stickers – roast duck, hoi sin (4)

餃子（ロースト・ダック、ホイシン・ソース)(4個）

65k

shanghai style jiaozi, spicy chilli garlic oil (8)

上海風餃子（スパイシーチリとガーリックオイル (8個)

45k

shao mai – pork & prawn (4)

シュウマイ (エビと豚肉) (4個)

45k

fried - pork, wombok, celery – ginger, black vinegar (4)

揚げ餃子（エビと豚肉、ショウガ＆ブラックビネガー ソース） (4個)

45k

- prawn wonton, guava chilli, dipping sauce

- / 海老ワンタン、グゥアバチリ、ディップソース

_____salads

55k

サラダ__________________________________

prawns, bbq pork, mango, coconut, celery, peanuts, herbs, hot sour

エビとBBQポークのサラダ（マンゴー、ココナッツ、セロリ、ピーナッツ、ハーブ、
ホットサワー)

92k

raw vegetables, glass noodles, citrus soy dressing, sesame

ロー・ベジタブル・サラダ（春雨、柑橘ポン酢、ゴマ）
prices are subject to 7% service charge plus 10% government tax.

上記価格に7%のサービス料金と10%の税金が別途かかります。

65k

soft shell crab, watermelon, beng kwang, cucumber, pomelo, lime, chilli

タイ風カニの唐揚げサラダ(スイカ、ブンコアン、キュウリ、ザボン、ライム、チリ)

89k

chicken breast, rice noodles, cucumber, soy, chilli oil, shallots

チキンのむね肉とライスヌードルのサラダ（キュウリ、大豆、チリオイル、
エシャロット）

78k

_____pizza lah__ピッツァ______________________________
Our pizza’s are thin, crispy and not round

～

四角いクリスピー生地のこだわりピッツァ

～

garlic, volcanic black salt

ニンニクと黒岩塩のピッツァ

58k

tomato, buffalo mozzarella, bali basil pesto

トマト、モッツァレラチーズ(水牛)、バリ産バジルペーストのピッツァ

110k

babi guling (suckling pig), pork sausage, lawar, coconut

バビグリン(子豚の丸焼き)、ポークソーセージ、ラワール、ココナッツのピッツァ

110k

beef, rendang spices, coconut, parmesan, bali basil

牛肉の旨辛ココナッツ煮込み、パルメザンチーズ、バリ産バジルのピッツァ

110k

bbq chicken, pineapple, mozzarella, coriander, fried shallots

bbqチキン、パイナップル、モッツアレラチーズ、パクチー、エシャロットのピッツァ 95k
bali peperoni, mushrooms, mozzarella, pickled chilli, bali basil

バリ風ペパロニ、きのこ、 モッツアレラチーズ、
唐がらしのピクルス、バリ産バジルのピッツァ

99k

slow cooked lamb shoulder, black beans, sweet & sour onions, goats cheese

ラムの肩肉のやわらか煮、黒豆、甘酢タマネギ、ゴーダーチーズのピッツァ

115k

roasted cauliflower curry, semi dried tomato, mozzarella, curry leaves

ロースト・カリフラワーのカレー、セミドライトマト、モッツァレラ、カレー・リーフ

85k

Gluten free pizzas are available (except for the bbq chicken pizza)

グルテンフリーピザも用意しています（バーベキューチキンピザを除く）

_____use your noodle

+30k

麺______________________________

won-ton noodle soup – bbq pork, bok choy, noodles, broth

ワンタン・ヌードル・スープ（バーベキュー・ポーク、 チンゲン菜）

78k

char sui pork, noodles, bok choy

ポークチャーシュー、麺、チンゲン菜

200gm 115k

rice noodles, fish cake, tofu, broccoli, herbs, peanuts, tamarind, egg net

米麺、魚のすり身団子、豆腐、ブロッコリー、ハーブ、ピーナッツ, タマリンド、エッグネット
with chicken
with char sui pork & prawns
145k
チキン入り 110k
ポークチャーシューとエビ入り
prices are subject to 7% service charge plus 10% government tax.

上記価格に7%のサービス料金と10%の税金が別途かかります。

_____wok_

中華鍋で作る一品____________________________

nasi goreng (fried rice) “seafood”, egg, chicken satay, acar, prawn crackers

シーフード・ナシゴレン（炒飯）卵、チキンのサテ、ピクルス、エビせんべい

85k

nasi goreng (fried rice) “chicken”, egg, chicken satay, acar, tempe chips

チキン・ナシゴレン（炒飯）、卵、チキンのサテ、ピクルス、エビせんべい

75k

nasi goreng (fried rice) “vegetable”, egg, acar, tempe chips

ベジタブル・ナシゴレン（炒飯）、卵、ピクルス、エビせんべい

_____steam

62k

蒸し料理_________________________________

barramundi, spring onion, ginger, shallots, coriander

バラマンディ（白身魚）、ネギ、ショウガ、エシャロット、コリアンダー

250gm 145k

_____grill__グリル料理_________________________________
chicken satay, lontong, vegetable pickle

チキンのサテ、野菜ピクルス、インドネシア風ちまき

(6 or 12) 70K/135k

bbq pork rib, sweet corn, lime, peanut salsa

bbqポークリブ、スイートコーン、ライム、ピーナッツサラダ

(400gm)125k

bbq beef ribs (black angus), sweet corn, lime, peanut salsa
bbq ビーフリブ , スイートコーン、ライム、ピーナッツサラダ

_____

(600gm)260k

specialities_特別料理____________________________

”ayam betutu” -smoky chicken, cassava leaves

アヤム・ベトゥトゥ（鶏肉のスパイス蒸し煮、キャッサバの葉 ）

(500gm) 185k

my mother-in-law’s chicken curry, rice cake “it’s the real deal”!!!

シェフの田舎の味チキン・カレー、ライスケーキ付き

89k

“flying fish” - crispy freshwater fish, vegetable peanut salad, sambal, soy

トビウオのクリスピー揚げ、ベジタブル・ピーナッツサラダ、サンバル、大豆

125k

lamb shank rendang, ketupat (rice dumpling), cassava leaves, green chilli sambal

子羊すね肉のレンダン、クトゥパッ（米団子）、キャッサバの葉、青唐辛子のサンバル

195k

____eat your vegetables! __野菜_________________________
green papaya, coconut, peanut salad

青パパイヤ、 ココナッツ、ピーナッツのサラダ

38k

iceberg, capsicum, beng kwang, cucumber, ginger & lime dressing

アイスバーグ（唐辛子、ブンコアン、キュウリ、ジンジャー＆ライムドレッシング

38k

pecel bali – water spinach, sprouts, cucumber, lemon basil, peanuts

ペチェル・バリ（ほうれん草、もやし、キュウリ、レモンバジル,ピーナッツソース)

42k

grilled corn on the cob, sambal butter

トウモロコシのグリル スパイシーバター風味
bok choy, oyster sauce
prices are subject to 7% service charge plus 10% government tax.

上記価格に7%のサービス料金と10%の税金が別途かかります。

32k

チンゲン菜のオイスターソース炒め

38k

lawar kacang (snake beans, coconut, spices)

ラワール・カチャン (ササゲ豆とココナッツのスパイス炒め)

38k

bali fried rice, bali pork sausage, egg

バリ風炒飯（バリ風ポークソーセージ、卵

48k

steamed rice

白飯

15k

_____sweet spot________スイーツ_____________________
banana split, ice creams, mango, papaya, lime, chocolate, coconut, nuts

バナナ・スプリット（アイスクリーム、マンゴ、パパイヤ、チョコレート他）

55k

decedent chocolate tart, kintamani coffee ice cream, glass biscuit

チョコレート・タルト（キンタマーニ産コーヒーのアイスクリーム、ビスケット）

55k

crème brulėe trilogy – pandan - ginger mango - black sesame

クリームブリュレ３種（パンダン味、ジンジャーマンゴー味、黒ゴマ味）

55k

coconut tapioca tart, lime curd, tangerine mint ginger sorbet, black rice tuile

ココナッツ・タピオカ・タルト（ライム・カード、タンジェリン・ミント・
ジンジャー・シャーベット、ブラックライス）
100%天然の地元食材で作ったジェラートとシャーベット
1 スクープ 32k
ジェラート
-ローストバナナ –塩キャラメル –アボカド & チョコレート
-バニラ
-コーヒー
シャーベット
1 スクープ 32k
-ドラゴンフルーツ-パイナップル -チョコレート -ライム & ジンジャ –ココナッツ & パンダン

chef choice – highly recommended シェフのお勧め料理
pork ポーク
vegetarian ベジタリアン
heat rating 辛さレベル
contains peanuts ピーナッツを含む
beef ビーフ
gluten free (additional dishes can be made without gluten, please ask)

グルテンフリー（マークがついてなくてもグルテンフリーにできるメニューもございます
のでスタッフにお尋ねください）

prices are subject to 7% service charge plus 10% government tax.

上記価格に7%のサービス料金と10%の税金が別途かかります。

