
 
 
 
 

Prices are quoted in ‘000’ rupiah and subject to 10% service charge and 11% government tax 

全ての料金は下三桁“000”を付けたインドネシアルピア表記となります。 

上記の料金に 10% のサービス料、税金 11% が加算されます。 

 
 

Appetizers and Soups 前菜とスープ 
Vietnamese fresh spring roll, shrimp, pork, mushroom, bean sprout, peanut dip (P) 85 
ベトナム風生春巻き, えび、ポーク、マッシュルーム、もやし入り ピーナッツソースのディップ 
 

Gado gado, potato, long bean, cabbage, carrot, tempe, egg, peanut dressing 90 
ガドガド, インドネシアサラダ キャベツ、人参、テンペ、卵、ロングビーン 

ポテトをピーナツソースで 
 

Chicken sate, lemongrass, lime leaf, mango and tamarind relish (S) 110 
チキンサテ, インドネシア風焼き鳥  
 

Tomato and mozzarella salad, micro herb, pistachio, pesto (S) (G) 90 
トマトとモッツアレラのサラダ ピスタチオとペスト入り 
 

Caesar salad, Romaine leaf, anchovy dressing, crouton, bacon bit, parmesan cheese  115 
シーザーサラダ, レタス、クルトン、ベーコン、パルメザンチーズをアンチョビドレッシングで 

add lobster, smoked salmon or herbed grilled chicken 165 
追加トッピング（ロブスターまたはスモークサーモンまたはグリルチキン） 
 

Sup buntut, Indonesian traditional oxtail soup (S) 140 
スープ ブントゥット  インドネシア伝統 オクステールスープ 
 

Tom yam goong, Thai spicy shrimp soup with galangal and mushroom 160 
トムヤムクン  海老、ガランガル、ライムとチリ、キノコ 
 

Classic tomato soup, basil oil and garlic crouton 95 
クラシックトマトスープ、バジルオイルとガーリッククルトン 
 

Crunchy goat cheese salad                                                                                                95 
goat cheese, nuts, caramelized pear, apple vinegar   
ゴートチーズサラダ、メキャベツ、ゴートチーズ、クルミ、カボチャ、洋ナシのキヤラメリゼ、 

紫キャベツ、アップルビネガーのドレッシング 
 

Yum nua salad, spicy Thai beef salad, cucumber, mint, shallot, lemon and chili  120 
ヤム ヌア サラダ、タイのスパイシービーフサラダ、キュウリ、ミント、シャロット、レモンとチリ 
 

Tuna tataki, pan seared tuna with soyu, micro green salad  100 
ツナ タタキ、醤油、ミニサラダ 
 

Seafood  魚介類 
Fish and chips, beer batter coated red snapper, fries, tartar sauce 170 
フィッシュ&チップス, 白身魚のフライ、フレンチフライをタルタルソースとともに 
 

Muthu fish curry, snapper, turmeric, shallot, galangal, ginger, coconut milk (S) 210 
魚のカレー ターメリック、シャーロット、ガランガル、生姜、ココナツミルク  
 

Indian jumbo prawn curry, pumpkin, spinach, roasted coconut, cashew nuts  220 
インド風 えび入りカレー, カボチャ、ほうれん草、ローストココナッツとカシューナッツ入り 
 

Seared red snapper with jumbo shrimp, calamata olives, purple sweet potato puree 240 
焙りレッドスナッパーとジャンボ プラウン、ローマトマト、カラマタオリーブ、ローストガーリック、

白トリュフオイル、紫イモのピューレ 

 
 
 
 
 
(P)       Contain pork      豚肉使用                     

(S)       Signature dish おすすめメニュー  

(G)      Gluten free option available グルテン無しの食材へ変更可  

(V)       Vegetarian             ベジタリアン       



 
 
 
 

Prices are quoted in ‘000’ rupiah and subject to 10% service charge and 11% government tax 

全ての料金は下三桁“000”を付けたインドネシアルピア表記となります。 

上記の料金に 10% のサービス料、税金 11% が加算されます。 

 
 

Meat and Poultry 肉料理  
Thai roasted duck curry, lychee, pineapple, chili, eggplant 160 
タイ風ローストダックのカレー ライチ、パイナップル、チリと茄子入り 
 

Singapore Hainanese chicken rice, soy, ginger, fresh chili sauce and fragrant rice (S) 200 
ハイナン チキンライス 醤油と生姜、チリソースとライス  
 

RIMBA beef burger, home ground Australian beef, bacon, caramelized onions, gruyere, fries (P) (S) 185 
リンバ ビーフバーガー, オーストラリア産ビーフ、ベーコン、オニオン 

グルゥイエールチーズ フレンチフライ添え 
 

RIMBA club sandwich, grilled chicken, egg, bacon, tomato, lettuce, fries 170 
リンバ クラブサンドイッチ, チキン、卵、ベーコン、トマト、レタス フレンチフライ添え 
 

Roti chanai, homemade pan cook bread with chicken curry 180  
ロティ チャナイ、フライパンで焼いたホームメードブレッドとチキンカレー 
 

Lamb shank, oriental spiced braised lamb shank, saffron risotto, steamed asparagus 200 
ラム肉 オリエンタルスパイスのラム肉とサフランリゾット、アスパラガスを添えて  
 

Grilled chicken sandwich, tandoori spiced marinated grilled chicken with cheddar and chili 120  
グリルドチキン サンドイッチ、スパイスでマリネしたグリルチキンとチェダーチーズ、チリをサンド 
 

Mumbai spicy bhaji wrap, spicy pan toasted chicken wrap with roomali bread    120                                                                        
ムンバイ スパイシー パジ、インドの薄焼きパン ローマリブレッドでスパイシーチキンを巻いて 
 

Vietnamese grilled pork chop, star anise and lemongrass 220 
ベトナム風 グリル ポーク チョップ、マリネ漬けしたポークチョップのグリル 八角とレモングラス風味 
 

Coq au vin, chicken braised with red wine, button mushroom, potato 200 

コッコーヴァン、鶏胸肉の赤ワイン煮込み、マッシュルームとポテト 
 

Beef tenderloin, Indonesian green peppercorn sauce, potato puree, seasonal vegetables 380 
ビーフ テンダーロイン、インドネシアのグリーンペッパーソース、ポテトピューレ、季節野菜 

 

Rice and Noodles  ライスと麺料理 
Nasi or Mie goreng (S) 180 
Indonesian fried rice or noodle, chicken or prawn, egg, pickles 
ナシゴレンまたはミーゴレン 

インドネシア炒飯または焼きそば, 鶏肉またはエビ、卵、ピクルス 
 

Soto ayam, chicken, rice vermicelli, turmeric broth, egg, fried shallots 130 
ソトアヤム, インドネシア風春雨入りターメリック風味のチキンスープ 
 

Pho bo, beef, rice noodles, double boiled beef broth, garlic chili dip 150 
フォーボー, 牛肉入りライスヌードル 
 

Wonton noodles soup (P) 180 
shrimp dumplings, char siew pork in superior broth or dry 
ワンタンヌードルスープ, 海老ワンタン、チャーシュー、中国野菜入りヌードル 

スープあり 又は スープなし 
 

Singapore seafood laksa, rice noodle, shrimp, scallop, mussel in spicy coconut soup (S) 180 
シンガポール シーフードラクサ, ライスヌードル、海老、帆立、 

ムール貝をスパイシーココナッツソースで 
 

Spaghetti carbonara, bacon, parmesan cheese, cream (P) (G) 160 
スパゲッティ カルボナーラ  ベーコン、パルメザンチーズとクリーム 
 

Penne arrabiata, spicy tomato sauce, garlic (V) (G) 120 
ペンネアラビアータ  スパイシートマトソースとガーリック 

 
 

(P)       Contain pork      豚肉使用                    (S)       Signature dish おすすめメニュー 

(G)      Gluten free option available グルテン無しの食材へ変更可  (V)       Vegetarian    ベジタリアン       



 
 
 
 

Prices are quoted in ‘000’ rupiah and subject to 10% service charge and 11% government tax 

全ての料金は下三桁“000”を付けたインドネシアルピア表記となります。 

上記の料金に 10% のサービス料、税金 11% が加算されます。 

 
 

Vegetarian  ベジタリアン 

Fresh spring roll, mushroom, bean sprout and cabbage, sweet and sour chili dip (V) 75 
生春巻き, マッシュルーム、もやしとキャベツを甘辛ソースで 
 

Vegetable curry, plain or garlic Indian nan bread and pickles (V) 85 
野菜カレー プレーンまたはガーリックナンとピクルス 
 

Punjabi samosa, spicy potato, tamarind and mint chutney (V) 75 

プンジャビサモサ スパイシーポテト、タマリンミントチャットニー 

 
 
 

Pizza  ピザ 
Margherita, tomato, mozzarella, basil and extra virgin olive oil (V) (G) 130 
ピザ マルガリータ（V), トマト、モッツァレラチーズ 

バジルとエクストラバージンオリーブオイル 
 

Funghi e prosciutto, tomato, mozzarella, ham and mushrooms (P) 140 
マッシュルームとハムのピザ, トマト、モッツアレラ、ハム、マッシュルーム 
 

Bali, tomato, mozzarella, herbed chicken roasted pineapple, chili (S) 150 
バリ ピザ, トマト、モッツアレラ、ハーブチキン、パイナップル、チリ 
 

Seafood, tomato, mozzarella, shrimp, fish, calamari, capers, olives 160 
シーフードピザ, トマト、モッツアレラ、海老、魚、イカ、オリーブ 
 
 

Dessert  デザート 
 

Es teller, avocado, jackfruit, young coconut, sweetened milk (S) 75 
エステレール, アボガド、ジャックフルーツ、ココナッツと練乳入り 
 

Cheese cake, strawberries and balsamic cream 85 
チーズケーキ ストロベリーとクリーム 
 

Hot chocolate cake with vanilla ice cream 85 
温かいチョコレートケーキ、バニラアイスクリームとともに 
 

Ice cream coupe, macerated banana, vanilla and chocolate ice cream, strawberry sauce 70 
アイスクリームクーペ,  バナナ、バニラ、チョコレートアイスクリームとストロベリーソース 
 

Marinated seasonal fruit, lime sorbet 70 
季節のフルーツ ライムシャーベットとともに 
 

Baked pumpkin mochi, coconut sorbet, coconut jelly and fruit salsa  95 
ベイクド パンプキンのモチ、ココナッツソルベ、ココナッツゼリーとフルーツのソース 
 

Bombolonas banguatis, vanilla ice cream and chocolate sauce  90  
ボンボロナース、イタリアのドーナッツ、ヴァニラアイスクリームとチョコレートソース 
 

Snowy espresso ice 70 
shaved espresso ice with grass jelly, milk gelo and chocolate sprinkles  
エスプレッソカキ氷, グラスゼリーと練乳とチョコレートスプレーのトッピング 

 
 
 
 
 
 
(P)       Contain pork      豚肉使用                     

(S)       Signature dish おすすめメニュー  

(G)      Gluten free option available グルテン無しの食材へ変更可  

(V)       Vegetarian             ベジタリアン       


