
 ■■■■ ビーフシチュー ビーフシチュー ビーフシチュー ビーフシチュー　（　（　（　（パスタパスタパスタパスタ添添添添ええええ））））
　　　　　　　　　　　　　　　　[[[[１４１４１４１４時間時間時間時間かけてじっくりかけてじっくりかけてじっくりかけてじっくり煮込煮込煮込煮込んだんだんだんだ逸品逸品逸品逸品ですですですです。。。。]]]]

 ■■■■ 豚肉 豚肉 豚肉 豚肉ののののトマトソーストマトソーストマトソーストマトソース　（　（　（　（パスタパスタパスタパスタ添添添添ええええ））））
　　　　　　　　　　　　　　　　[[[[野菜野菜野菜野菜をたっぷりをたっぷりをたっぷりをたっぷり煮込煮込煮込煮込んでんでんでんで甘甘甘甘めにめにめにめに仕上仕上仕上仕上げたげたげたげたトマトシチュートマトシチュートマトシチュートマトシチューですですですです。。。。]]]]

 ■■■■ 若 若 若 若どりのどりのどりのどりのスパイシートマトスパイシートマトスパイシートマトスパイシートマト　（　（　（　（パスタパスタパスタパスタ添添添添ええええ））））
　　　　　　　　　　　　　　　　[[[[鶏鶏鶏鶏もももももももも肉肉肉肉ををををピリピリピリピリ辛辛辛辛ののののトマトソーストマトソーストマトソーストマトソースでででで仕上仕上仕上仕上げましたげましたげましたげました。。。。]]]]

    ■■■■ 若 若 若 若どりのどりのどりのどりのクリームソースクリームソースクリームソースクリームソース　（　（　（　（パスタパスタパスタパスタ添添添添ええええ））））
　　　　　　　　　　　　　　　　[[[[上質上質上質上質ななななフレッシュクリームフレッシュクリームフレッシュクリームフレッシュクリームをををを使使使使ったったったったクリーミークリーミークリーミークリーミーなななな味味味味わいのおわいのおわいのおわいのお肉料理肉料理肉料理肉料理ですですですです。。。。]]]]

￥1,070

￥1,000

￥900

￥900

●●●●プラスプラスプラスプラス150150150150円円円円ででででサラダサラダサラダサラダ付付付付きききき

 ■■■■    デミグラスソースデミグラスソースデミグラスソースデミグラスソースののののハンバーグハンバーグハンバーグハンバーグ

 ■■■■ 和風 和風 和風 和風ソースソースソースソースののののハンバーグハンバーグハンバーグハンバーグ

●●●●ライスライスライスライス・・・・サラダサラダサラダサラダ付付付付きききき

若どりのスパイシートマト

ビーフシチュー 豚肉のトマトソース

デミグラスソースのハンバーグ 和風ソースのハンバーグ

 ■■■■ ラザニア ラザニア ラザニア ラザニア

 ■■■■ ペンネ ペンネ ペンネ ペンネののののチキンチキンチキンチキンととととブロッコリーブロッコリーブロッコリーブロッコリーのののの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリームグラタンクリームグラタンクリームグラタンクリームグラタン

 ■■■■ ペンネ ペンネ ペンネ ペンネののののチキンクリームグラタンチキンクリームグラタンチキンクリームグラタンチキンクリームグラタン

 ■■■■ ペンネ ペンネ ペンネ ペンネののののカレーグラタンカレーグラタンカレーグラタンカレーグラタン

 ■■■■ ペンネ ペンネ ペンネ ペンネののののトマトソースグラタントマトソースグラタントマトソースグラタントマトソースグラタン

 ■■■■ カレードリア カレードリア カレードリア カレードリア

 ■■■■ ミートドリア ミートドリア ミートドリア ミートドリア

 ■■■■ サーモン サーモン サーモン サーモンとほうれんとほうれんとほうれんとほうれん草草草草ののののクリームドリアクリームドリアクリームドリアクリームドリア

 ■■■■ サーモン サーモン サーモン サーモンののののクリームドリアクリームドリアクリームドリアクリームドリア
　　　　

￥870

￥900
￥870
￥870
￥870
￥900
￥890
￥890
￥870

●●●●プラスプラスプラスプラス150150150150円円円円ででででサラダサラダサラダサラダ付付付付きききき

ラザニア

カレードリア

ペンネのチキンとブロッコリーの
クリームグラタン

サーモンのクリームドリア

ペンネのトマトソースグラタン

ミートドリア

各各各各￥1,100

若どりのクリームソース

●●●●サラダサラダサラダサラダ付付付付きききき

 ■■■■ トマトカレー トマトカレー トマトカレー トマトカレー

 ■■■■ なすの なすの なすの なすのキーマカレーキーマカレーキーマカレーキーマカレー

 ■■■■ チキンカレー チキンカレー チキンカレー チキンカレー

 ■■■■ Discovery Discovery Discovery Discovery特製特製特製特製ビーフカレービーフカレービーフカレービーフカレー

 ■■■■ フォンドボービーフカレー フォンドボービーフカレー フォンドボービーフカレー フォンドボービーフカレー

 ■■■■ インド インド インド インド風風風風キーマカレーキーマカレーキーマカレーキーマカレー

 ■■■■ ハヤシライス ハヤシライス ハヤシライス ハヤシライス 各各各各￥910

辛辛辛辛

　　　　

    

　　　　

甘甘甘甘

トマトカレー

Discovery特製 ビーフカレー ハヤシライス

チキンカレーなすのキーマカレー

インド風キーマカレー

※※※※表示価格表示価格表示価格表示価格はははは全全全全てててて税抜税抜税抜税抜きですきですきですきです。。。。



 ■■■■ Discovery Discovery Discovery Discovery特製特製特製特製ナポリタンナポリタンナポリタンナポリタン

 ■■■■ ボロネーゼ ボロネーゼ ボロネーゼ ボロネーゼ（（（（ミートソースミートソースミートソースミートソース））））

 ■■■■ ボンゴレロッソ ボンゴレロッソ ボンゴレロッソ ボンゴレロッソ（（（（あさりとあさりとあさりとあさりとトマトソーストマトソーストマトソーストマトソース））））

 ■■■■ 和風 和風 和風 和風ゆずゆずゆずゆずパスタパスタパスタパスタ

 ■■■■ ボンゴレビアンコ ボンゴレビアンコ ボンゴレビアンコ ボンゴレビアンコ

 ■■■■ イカ イカ イカ イカとととと明太子明太子明太子明太子ののののクリームソースパスタクリームソースパスタクリームソースパスタクリームソースパスタ

 ■■■■ ベーコン ベーコン ベーコン ベーコンときのこのときのこのときのこのときのこの和風和風和風和風ソースパスタソースパスタソースパスタソースパスタ

￥820

￥820

￥820

￥820

￥810

￥810

￥810

　　　　●●●●プラスプラスプラスプラス１５０１５０１５０１５０円円円円ででででサラダサラダサラダサラダ付付付付きききき
　　　　●●●●プラスプラスプラスプラス５０５０５０５０円円円円ででででアボカドトッピングアボカドトッピングアボカドトッピングアボカドトッピング出来出来出来出来ますますますます。。。。

￥980

￥860

￥860

￥840

￥840

￥840

￥840

￥840

￥830

￥830

￥830

￥830

 ■■■■ うに うに うに うにトマトクリームパスタトマトクリームパスタトマトクリームパスタトマトクリームパスタ

 ■■■■ カニ カニ カニ カニののののトマトクリームパスタトマトクリームパスタトマトクリームパスタトマトクリームパスタ

 ■■■■ ペスカトーレ ペスカトーレ ペスカトーレ ペスカトーレ（（（（海海海海のののの幸幸幸幸ののののトマトソーストマトソーストマトソーストマトソース））））

 ■■■■ ベーコンチーズクリームパスタ ベーコンチーズクリームパスタ ベーコンチーズクリームパスタ ベーコンチーズクリームパスタ

 ■■■■ サーモン サーモン サーモン サーモンののののトマトクリームパスタトマトクリームパスタトマトクリームパスタトマトクリームパスタ

 ■■■■ サーモン サーモン サーモン サーモンとほうれんとほうれんとほうれんとほうれん草草草草ののののクリームパスタクリームパスタクリームパスタクリームパスタ

    ■■■■ なすと なすと なすと なすとトマトソーストマトソーストマトソーストマトソースののののパスタパスタパスタパスタ

 ■■■■ 彩 彩 彩 彩りりりり野菜野菜野菜野菜ののののトマトソースパスタトマトソースパスタトマトソースパスタトマトソースパスタ

 ■■■■ カルボナーラ カルボナーラ カルボナーラ カルボナーラ

 ■■■■ エビクリームパスタ エビクリームパスタ エビクリームパスタ エビクリームパスタ

 ■■■■    サーモンクリームパスタサーモンクリームパスタサーモンクリームパスタサーモンクリームパスタ

 ■■■■ 和風明太子 和風明太子 和風明太子 和風明太子パスタパスタパスタパスタ

カニのトマトクリーム
パスタ

ベーコンチーズ
クリームパスタ

サーモンのトマト
クリームパスタ

サーモンとほうれん草の
クリームパスタ

彩り野菜の
トマトソースパスタ

なすとトマトソースの
パスタ

エビクリームパスタ 和風明太子パスタ

Discovery特製ナポリタン ボロネーゼ

ペスカトーレ

ボンゴレビアンコ イカと明太子の
クリームソースパスタ

ベーコンときのこの
和風ソースパスタ

和風ゆずパスタ

 ■■■■    うにうにうにうにトマトクリームリゾトマトクリームリゾトマトクリームリゾトマトクリームリゾ

 ■■■■    ズワイガニズワイガニズワイガニズワイガニののののトマトクリームリゾトマトクリームリゾトマトクリームリゾトマトクリームリゾ

 ■■■■    ベーコンチーズクリームリゾベーコンチーズクリームリゾベーコンチーズクリームリゾベーコンチーズクリームリゾ

 ■■■■    サーモントマトクリームリゾサーモントマトクリームリゾサーモントマトクリームリゾサーモントマトクリームリゾ

 ■■■■    なすとなすとなすとなすとトマトソースリゾトマトソースリゾトマトソースリゾトマトソースリゾ

￥930
￥850
￥830
￥830
￥830

●●●●プラスプラスプラスプラス150150150150円円円円ででででサラダサラダサラダサラダ付付付付きききき

うにトマトクリーム
リゾ

ズワイガニの
トマトクリームリゾ

ベーコンチーズクリーム
リゾ

サーモントマトクリーム
リゾ

なすとトマトソース
リゾ

※※※※表示価格表示価格表示価格表示価格はははは全全全全てててて税抜税抜税抜税抜きですきですきですきです。。。。



　　　　●●●●プラスプラスプラスプラス１５０１５０１５０１５０円円円円ででででサラダサラダサラダサラダ付付付付きききき
　　　　●●●●プラスプラスプラスプラス１２０１２０１２０１２０円円円円ででででチーズチーズチーズチーズ焼焼焼焼ききききリゾットリゾットリゾットリゾットにににに出来出来出来出来ますますますます。。。。

サーモンのトマトクリーム
チーズ焼きリゾット

￥850

￥830

￥830

￥830

￥830

￥830

￥820

￥820

￥810

￥810

￥800

￥800

 ■■■■ カニ カニ カニ カニののののトマトクリームリゾットトマトクリームリゾットトマトクリームリゾットトマトクリームリゾット

 ■■■■ サーモン サーモン サーモン サーモンののののトマトクリームリゾットトマトクリームリゾットトマトクリームリゾットトマトクリームリゾット

 ■■■■ サーモン サーモン サーモン サーモンとほうれんとほうれんとほうれんとほうれん草草草草ののののクリームリゾットクリームリゾットクリームリゾットクリームリゾット

 ■■■■ 彩 彩 彩 彩りりりり野菜野菜野菜野菜ののののトマトソースリゾットトマトソースリゾットトマトソースリゾットトマトソースリゾット

 ■■■■ なすと なすと なすと なすとトマトソーストマトソーストマトソーストマトソースののののリゾットリゾットリゾットリゾット

 ■■■■ なすと なすと なすと なすとトマトソーストマトソーストマトソーストマトソースのののの辛辛辛辛いいいいリゾットリゾットリゾットリゾット

 ■■■■ エビクリームリゾット エビクリームリゾット エビクリームリゾット エビクリームリゾット

    ■■■■ サーモンクリームリゾット サーモンクリームリゾット サーモンクリームリゾット サーモンクリームリゾット

 ■■■■ あさりと あさりと あさりと あさりとトマトソーストマトソーストマトソーストマトソースののののリゾットリゾットリゾットリゾット

 ■■■■    あさりとあさりとあさりとあさりとトマトソーストマトソーストマトソーストマトソースのののの辛辛辛辛いいいいリゾットリゾットリゾットリゾット

 ■■■■    あさりのあさりのあさりのあさりのリゾットリゾットリゾットリゾット

 ■■■■    ベーコンベーコンベーコンベーコンときのこのときのこのときのこのときのこの和風和風和風和風リゾットリゾットリゾットリゾット

カニのトマトクリーム
リゾット

サーモンとほうれん草の
クリームリゾット

エビクリームリゾット

あさりとトマトソース
リゾット

あさりのリゾット ベーコンときのこの
和風リゾット

なすとトマトソース
チーズ焼きリゾット

あさりとトマトソース
チーズ焼きリゾット

１１１１個個個個　　　　￥￥￥￥350
　　　　ドリンクと一緒の場合･･･ １１１１個個個個 ￥320
    ●●●●プラスプラスプラスプラス５０５０５０５０円円円円でおでおでおでお好好好好みのみのみのみのディップディップディップディップをつけられますをつけられますをつけられますをつけられます。。。。

    　　　　　　　　　　　　■■■■ キャラメルソース キャラメルソース キャラメルソース キャラメルソース　　　　　　　　■■■■チョコレートソースチョコレートソースチョコレートソースチョコレートソース

    　　　　　　　　　　　　■■■■ アーモンドソース アーモンドソース アーモンドソース アーモンドソース　　　　　　　　■■■■バターバターバターバター ブレンドコーヒー
ホットチョコ

ハートランドビール
＆プレッツェル

　　　　●●●●プラスプラスプラスプラス５０５０５０５０円円円円ででででアボカドトッピングアボカドトッピングアボカドトッピングアボカドトッピング出来出来出来出来ますますますます。。。。
　　　　●●●●プラスプラスプラスプラス３０３０３０３０円円円円ででででハラペーニョハラペーニョハラペーニョハラペーニョ（（（（青唐辛子青唐辛子青唐辛子青唐辛子））））トッピングトッピングトッピングトッピング出来出来出来出来ますますますます。。。。

 ■■■■ 明太子 明太子 明太子 明太子ピザピザピザピザ

 ■■■■ ミックスピザ ミックスピザ ミックスピザ ミックスピザ

 ■■■■ ４ ４ ４ ４チーズピザチーズピザチーズピザチーズピザ

 ■■■■ ナポリ ナポリ ナポリ ナポリ風風風風ピザピザピザピザ

 ■■■■ カルボナーラ カルボナーラ カルボナーラ カルボナーラ風風風風ピザピザピザピザ

 ■■■■ ジャーマンポテトピザ ジャーマンポテトピザ ジャーマンポテトピザ ジャーマンポテトピザ

各各各各￥840

明太子ピザ ミックスピザ ４チーズピザ

ナポリ風ピザ カルボナーラ風ピザ ジャーマンポテトピザ

彩り野菜の
トマトソースリゾット

サーモンクリームリゾットなすとトマトソースの
リゾット

※※※※表示価格表示価格表示価格表示価格はすべてはすべてはすべてはすべて税抜税抜税抜税抜きですきですきですきです。。。。



　　　　３３３３ココココ入入入入りりりり

 ■■■■ 黒豚 黒豚 黒豚 黒豚シューマイシューマイシューマイシューマイ

 ■■■■ かに かに かに かにシューマイシューマイシューマイシューマイ

 ■■■■    えびえびえびえび丸丸丸丸ごとごとごとごとギョーザギョーザギョーザギョーザ

 ■■■■ ショーロンポー ショーロンポー ショーロンポー ショーロンポー

 ■■■■ プチ プチ プチ プチ肉肉肉肉まんまんまんまん

　　　　４４４４ココココ入入入入りりりり

 ■■■■    えびえびえびえびギョーザギョーザギョーザギョーザ

 ■■■■ 海鮮華包 海鮮華包 海鮮華包 海鮮華包みみみみ

えびギョーザ 海鮮華包み

えび丸ごとギョーザ

プチ肉まん

かにシューマイ黒豚シューマイ ショーロンポー

 ■■■■ シーザーサラダ シーザーサラダ シーザーサラダ シーザーサラダDiscoveryDiscoveryDiscoveryDiscovery風風風風

 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ハーフサイズハーフサイズハーフサイズハーフサイズ

 ■■■■ 生 生 生 生ハムハムハムハムとととと細切細切細切細切チーズチーズチーズチーズののののサラダサラダサラダサラダ

 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ハーフサイズハーフサイズハーフサイズハーフサイズ

 ■■■■ コーン コーン コーン コーンととととツナツナツナツナののののサラダサラダサラダサラダ

 ■■■■ ぷりぷり ぷりぷり ぷりぷり ぷりぷりエビマヨサラダエビマヨサラダエビマヨサラダエビマヨサラダ

 ■■■■ ガーリックエビマヨサラダ ガーリックエビマヨサラダ ガーリックエビマヨサラダ ガーリックエビマヨサラダ

 ■■■■ ゴマサラダ ゴマサラダ ゴマサラダ ゴマサラダ

 ■■■■ 梅 梅 梅 梅サラダサラダサラダサラダ

 ■■■■ 生 生 生 生ハムハムハムハムののののカルパッチョカルパッチョカルパッチョカルパッチョ

 ■■■■ サーモン サーモン サーモン サーモンののののカルパッチョカルパッチョカルパッチョカルパッチョ

 ■■■■ タコ タコ タコ タコののののマリネサラダマリネサラダマリネサラダマリネサラダ

￥880

￥520

￥880

￥520

￥750

￥700

￥700

￥700

￥690

￥800

￥900

￥900

生ハム入りシーザーサラダ

シーザーサラダ コーンとツナのサラダ

ぷりぷりエビマヨサラダ ガーリックエビマヨサラダ ゴマサラダ

サーモンのカルパッチョ梅サラダ タコのマリネサラダ

生ハムと細切りチーズのサラダ

 ■■■■    クラムチャウダークラムチャウダークラムチャウダークラムチャウダー

 ■■■■    ひきひきひきひき肉肉肉肉とととと豆豆豆豆ののののオニオントマトスープオニオントマトスープオニオントマトスープオニオントマトスープ

￥550
￥520

ひき肉と豆のオニオントマトスープクラムチャウダー

　※ランチタイムのご注文は
　３３３３せいろせいろせいろせいろからとなっております。
　少々お時間頂きます。
　ご了承下さいませ。

まとめてまとめてまとめてまとめて頼頼頼頼むとおむとおむとおむとお得得得得♪♪♪♪

１１１１せいろせいろせいろせいろ　　　　　　　　　　　　￥460
２２２２せいろせいろせいろせいろ　　　　　　　　　　　　￥810
３３３３せいろ  　せいろ  　せいろ  　せいろ  　￥1,010

※※※※表示価格表示価格表示価格表示価格はははは全全全全てててて税抜税抜税抜税抜きですきですきですきです。。。。



 ■■■■ 枝豆 枝豆 枝豆 枝豆

 ■■■■ チョリソー チョリソー チョリソー チョリソー

 ■■■■ バラエティソーセージ バラエティソーセージ バラエティソーセージ バラエティソーセージ

 ■■■■ エビチリ エビチリ エビチリ エビチリ

 ■■■■ スモークサーモン スモークサーモン スモークサーモン スモークサーモン

 ■■■■ カマンベール カマンベール カマンベール カマンベール＆＆＆＆クラッカークラッカークラッカークラッカー

 ■■■■ チーズ チーズ チーズ チーズ＆＆＆＆クラッカークラッカークラッカークラッカー

 ■■■■ クリームチーズ クリームチーズ クリームチーズ クリームチーズ＆＆＆＆トマトトマトトマトトマト

￥450
￥600
￥620
￥650
￥930
￥590
￥620
￥630

 ■■■■    三角三角三角三角チーズフライチーズフライチーズフライチーズフライ

 ■■■■    三角明太子三角明太子三角明太子三角明太子チーズフライチーズフライチーズフライチーズフライ

 ■■■■ フライドチーズボール フライドチーズボール フライドチーズボール フライドチーズボール

 ■■■■ カマンベールフライ カマンベールフライ カマンベールフライ カマンベールフライ

 ■■■■ のり のり のり のりチーズチーズチーズチーズはるまきはるまきはるまきはるまき

 ■■■■ チーズ チーズ チーズ チーズはるまきはるまきはるまきはるまき

 ■■■■ チーズフライセット チーズフライセット チーズフライセット チーズフライセット

￥520
￥530
￥580
￥530
￥500
￥500
￥650

 ■■■■ 海老 海老 海老 海老サクッサクッサクッサクッ☆☆☆☆クリスピークリスピークリスピークリスピー

 ■■■■ エビマヨフライ エビマヨフライ エビマヨフライ エビマヨフライ

 ■■■■    エビマヨガーリックフライエビマヨガーリックフライエビマヨガーリックフライエビマヨガーリックフライ

 ■■■■ チキン チキン チキン チキンのののの唐揚唐揚唐揚唐揚げげげげ

    ■■■■ 辛口 辛口 辛口 辛口チキンチキンチキンチキンのののの唐揚唐揚唐揚唐揚げげげげ

    ■■■■ 手羽先 手羽先 手羽先 手羽先のののの唐揚唐揚唐揚唐揚げげげげ

 ■■■■ しそ しそ しそ しそ巻巻巻巻ききききチキンチキンチキンチキン

 ■■■■ とり とり とり とり肉肉肉肉とととと梅梅梅梅しそのしそのしそのしその串揚串揚串揚串揚げげげげ

 ■■■■ 黒豚 黒豚 黒豚 黒豚はるまきはるまきはるまきはるまき

￥550
￥560
￥560
￥550
￥560
￥600
￥500
￥520
￥580

￥480
￥500
￥500

 ■■■■ トルティーヤチップス トルティーヤチップス トルティーヤチップス トルティーヤチップス

 ■■■■ カラフルチョコ カラフルチョコ カラフルチョコ カラフルチョコ

 ■■■■ MIX MIX MIX MIXナッツナッツナッツナッツ

海老サクッ☆クリスピー エビマヨガーリックフライ

バラエティソーセージ エビチリ

スモークサーモン

辛口チキンの唐揚げ しそ巻きチキン

とり肉と梅しその串揚げ 黒豚はるまき

フライドチーズボール

チーズフライセットチーズはるまき

カマンベールフライ

クリームチーズ＆トマト

三角チーズフライ

手羽先の唐揚げ

カマンベール＆クラッカー

エビマヨフライ

チョリソー

￥560
￥540
￥540

 ■■■■    ガーリックポテトガーリックポテトガーリックポテトガーリックポテト

 ■■■■ フレンチポテト フレンチポテト フレンチポテト フレンチポテト

 ■■■■ 星 星 星 星ポテトポテトポテトポテト（（（（ハッシュドポテトハッシュドポテトハッシュドポテトハッシュドポテト））））

ガーリックポテト フレンチポテト 星ポテト

※※※※表示価格表示価格表示価格表示価格はははは全全全全てててて税抜税抜税抜税抜きですきですきですきです。。。。



■    チューリップチューリップチューリップチューリップのののの唐揚唐揚唐揚唐揚げげげげ

                                                                    ￥500
辛口チキンの唐揚げ

 ■ ■ ■ ■ 三角三角三角三角チーズフライチーズフライチーズフライチーズフライ

 ■■■■ 三角明太子 三角明太子 三角明太子 三角明太子チーズフライチーズフライチーズフライチーズフライ

 ■■■■ カマンベールフライ カマンベールフライ カマンベールフライ カマンベールフライ

 ■■■■ フライドチーズボール フライドチーズボール フライドチーズボール フライドチーズボール

￥520
￥530
￥530
￥580

 ■■■■ 海老 海老 海老 海老サクッサクッサクッサクッ☆☆☆☆クリスピークリスピークリスピークリスピー

 ■■■■ エビマヨフライ エビマヨフライ エビマヨフライ エビマヨフライ

 ■■■■    エビマヨガーリックフライエビマヨガーリックフライエビマヨガーリックフライエビマヨガーリックフライ

 ■■■■ オニオンリング オニオンリング オニオンリング オニオンリング

    ■■■■ のり のり のり のりチーズチーズチーズチーズ＆＆＆＆オニオンリングオニオンリングオニオンリングオニオンリング

￥550
￥560
￥560
￥520
￥570

￥570
 　　　 　　　 　　　 　　　■■■■    やみつきやみつきやみつきやみつき☆☆☆☆さきいかさきいかさきいかさきいか天天天天ぷらぷらぷらぷら

えびチップス

のりチーズ＆オニオンリング

フライドチーズボール

フレンチポテトフレンチポテトフレンチポテトフレンチポテト

 ■■■■    辛口辛口辛口辛口ポテトポテトポテトポテト

 ■■■■    コンソメパンチポテトコンソメパンチポテトコンソメパンチポテトコンソメパンチポテト

 ■■■■ ジャンバラヤ ジャンバラヤ ジャンバラヤ ジャンバラヤ風風風風ポテトポテトポテトポテト

 ■■■■ バター バター バター バターしょうゆしょうゆしょうゆしょうゆポテトポテトポテトポテト

星星星星ポテトポテトポテトポテト（（（（ハッシュドポテトハッシュドポテトハッシュドポテトハッシュドポテト））））

 ■■■■    辛口星辛口星辛口星辛口星ポテトポテトポテトポテト

 ■■■■    コンソメパンチコンソメパンチコンソメパンチコンソメパンチ星星星星ポテトポテトポテトポテト

 ■■■■ ジャンバラヤ ジャンバラヤ ジャンバラヤ ジャンバラヤ風星風星風星風星ポテトポテトポテトポテト

 ■■■■ バター バター バター バターしょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ星星星星ポテトポテトポテトポテト

各各各各￥￥￥￥570

オニオンリング

やみつき☆さきいか天ぷら

ごぼうチップスれんこんチップス

￥550
￥560
￥500
￥560

 ■■■■    れんこんれんこんれんこんれんこんチップスチップスチップスチップス

 ■■■■ ごぼう ごぼう ごぼう ごぼうチップスチップスチップスチップス

 ■■■■ えび えび えび えびチップスチップスチップスチップス

 ■■■■ 辛口 辛口 辛口 辛口チキンチキンチキンチキンのののの唐揚唐揚唐揚唐揚げげげげ

■■■■    フレンチポテト フレンチポテト フレンチポテト フレンチポテト ・ ・ ・ ・ 星星星星ポテトポテトポテトポテト　　　　プレーンプレーンプレーンプレーン

各各各各￥￥￥￥540540540540

海老サクッ☆クリスピー

エビマヨガーリックフライ

三角チーズフライ カマンベールフライ

エビマヨフライ

※※※※表示価格表示価格表示価格表示価格はははは全全全全てててて税抜税抜税抜税抜きですきですきですきです。。。。



６００円 （税抜）

■■■■ ゴディバ ゴディバ ゴディバ ゴディバ　　　　オンオンオンオン　　　　ザザザザ　　　　ロックロックロックロック

■■■■ ゴディバ ゴディバ ゴディバ ゴディバ　　　　スイーツカクテルスイーツカクテルスイーツカクテルスイーツカクテル
　　　　バニラアイスをのせたＳｗｅｅｔなカクテル

■■■■ ゴディバ ゴディバ ゴディバ ゴディバ　　　　スイーツカクテルスイーツカクテルスイーツカクテルスイーツカクテル　　　　プレミアムプレミアムプレミアムプレミアム
　　　　バニラアイス＆ホイップをのせた
　　　　　　　　　Ｐｒｅｍｉｕｍなカクテル

■■■■ ゴディバ ゴディバ ゴディバ ゴディバ　　　　ミルクミルクミルクミルク

■■■■ ゴディバ ゴディバ ゴディバ ゴディバ　　　　カフェモカカフェモカカフェモカカフェモカ

￥６５０

￥７００

￥６５０

￥６５０

￥７５０

■■■■ スミノフ スミノフ スミノフ スミノフ
　　　　　　　　　　　　　　　　レモンテイストレモンテイストレモンテイストレモンテイスト

　　　　　　　　　　￥５００

    ■■■■ スミノフ スミノフ スミノフ スミノフ
　　　　　　　　　　　　　　　　レモネードカクテルレモネードカクテルレモネードカクテルレモネードカクテル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥５００

    ■■■■ レモネードカシス レモネードカシス レモネードカシス レモネードカシス

    ■■■■ レモネードキウイ レモネードキウイ レモネードキウイ レモネードキウイ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各￥５５０

    ■■■■ カルーアミルク カルーアミルク カルーアミルク カルーアミルク

    ■■■■ いちご いちご いちご いちごミルクミルクミルクミルク

    ■■■■ グリーンティーミルク グリーンティーミルク グリーンティーミルク グリーンティーミルク

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各￥５００

    ■■■■ スクリュードライバー スクリュードライバー スクリュードライバー スクリュードライバー

    ■■■■ モスコミュール モスコミュール モスコミュール モスコミュール

    ■■■■ ブルドッグ ブルドッグ ブルドッグ ブルドッグ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各￥５００

    ■■■■ ハートランドビール ハートランドビール ハートランドビール ハートランドビール（（（（生生生生））））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥５００

    ■■■■ ハイネケン ハイネケン ハイネケン ハイネケン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥６００

※※※※表示価格表示価格表示価格表示価格はははは全全全全てててて税抜税抜税抜税抜きですきですきですきです。。。。



 ■■■■ クリームチーズ クリームチーズ クリームチーズ クリームチーズ＆＆＆＆ブルーベリージャムブルーベリージャムブルーベリージャムブルーベリージャム
 ■■■■ アップル アップル アップル アップル＆＆＆＆シナモンシナモンシナモンシナモン

パンケーキパンケーキパンケーキパンケーキ

    ■■■■ エッグ エッグ エッグ エッグ＆＆＆＆ソーセージソーセージソーセージソーセージ
    ■■■■ クリームチーズ クリームチーズ クリームチーズ クリームチーズ＆＆＆＆トマトトマトトマトトマト
    ■■■■ 生 生 生 生ハムハムハムハム＆＆＆＆トマトトマトトマトトマト 各各各各￥￥￥￥650650650650

＊＊＊＊＊＊＊＊デザートデザートデザートデザート系系系系ののののトッピングトッピングトッピングトッピング＊＊＊＊＊＊＊＊

●●●●バニラアイスバニラアイスバニラアイスバニラアイスのせのせのせのせ　 ＋　 ＋　 ＋　 ＋100100100100円円円円
●●●●ＷＷＷＷバニラアイスバニラアイスバニラアイスバニラアイスのせのせのせのせ＋＋＋＋200200200200円円円円
●●●●ＷＷＷＷホイップホイップホイップホイップ　　　　　＋　　　　　＋　　　　　＋　　　　　＋100100100100円円円円

バケットロールバケットロールバケットロールバケットロールののののフレンチトーストフレンチトーストフレンチトーストフレンチトースト

各各各各￥￥￥￥700700700700

 ■■■■ キャラメル キャラメル キャラメル キャラメル＆＆＆＆シナモンシナモンシナモンシナモン
 ■■■■ つぶあん つぶあん つぶあん つぶあんホイップホイップホイップホイップ
 ■■■■ 抹茶 抹茶 抹茶 抹茶あずきあずきあずきあずき 各各各各￥￥￥￥650650650650

 ■■■■    ベリーベリーベリーベリーベリーベリーベリーベリー
 ■■■■    チョコチョコチョコチョコ＆＆＆＆ベリーベリーベリーベリー
 ■■■■    チョコチョコチョコチョコ＆＆＆＆バナナバナナバナナバナナ 各各各各￥￥￥￥700700700700

 ■■■■ キャラメルパンケーキ キャラメルパンケーキ キャラメルパンケーキ キャラメルパンケーキ
 ■■■■ チョコパンケーキ チョコパンケーキ チョコパンケーキ チョコパンケーキ
 ■■■■ アーモンドパンケーキ アーモンドパンケーキ アーモンドパンケーキ アーモンドパンケーキ 各各各各￥￥￥￥600600600600

エッグ＆ソーセージ チョコ＆バナナ

キャラメル＆シナモン
＋ バニラアイス

チョコ＆ベリー クリームチーズ＆
ブルーベリージャム

ベリーベリー

 ■■■■ 生 生 生 生ハムハムハムハム＆＆＆＆トマトトマトトマトトマト
 ■■■■ クリームチーズ クリームチーズ クリームチーズ クリームチーズ＆＆＆＆トマトトマトトマトトマト
 ■■■■ 生 生 生 生ハムハムハムハム＆＆＆＆クリームチーズクリームチーズクリームチーズクリームチーズ 各各各各￥￥￥￥750750750750

 ■■■■ キャラメルフレンチ キャラメルフレンチ キャラメルフレンチ キャラメルフレンチ
 ■■■■ チョコフレンチ チョコフレンチ チョコフレンチ チョコフレンチ
 ■■■■ アーモンドフレンチ アーモンドフレンチ アーモンドフレンチ アーモンドフレンチ 各各各各￥￥￥￥700700700700

 ■■■■ キャラメル キャラメル キャラメル キャラメル＆＆＆＆シナモンシナモンシナモンシナモン
 ■■■■ つぶあん つぶあん つぶあん つぶあんホイップホイップホイップホイップ
 ■■■■ 抹茶 抹茶 抹茶 抹茶あずきあずきあずきあずき 各各各各￥￥￥￥750750750750

    ■■■■    ベリーベリーベリーベリーベリーベリーベリーベリー
 ■■■■    チョコチョコチョコチョコ＆＆＆＆ベリーベリーベリーベリー
 ■■■■ アップル アップル アップル アップル＆＆＆＆シナモンシナモンシナモンシナモン 各各各各￥￥￥￥800800800800

マシュマロピザマシュマロピザマシュマロピザマシュマロピザ

 ■■■■ マシュマロキャラメルピザ マシュマロキャラメルピザ マシュマロキャラメルピザ マシュマロキャラメルピザ
 ■■■■ マシュマロチョコレートピザ マシュマロチョコレートピザ マシュマロチョコレートピザ マシュマロチョコレートピザ
 ■■■■ マシュマロアーモンドピザ マシュマロアーモンドピザ マシュマロアーモンドピザ マシュマロアーモンドピザ

　　　　●●●●バナナトッピングバナナトッピングバナナトッピングバナナトッピング　＋　＋　＋　＋100100100100円円円円

ベリーベリー

クリームチーズ
＆トマト

キャラメルフレンチ

マシュマロチョコレートピザ
＋ バナナトッピング

おおおお食事系食事系食事系食事系フレンチフレンチフレンチフレンチ

デザートデザートデザートデザート系系系系フレンチフレンチフレンチフレンチ

おおおお食事系食事系食事系食事系パンケーキパンケーキパンケーキパンケーキ

デザートデザートデザートデザート系系系系パンケーキパンケーキパンケーキパンケーキ

各各各各￥￥￥￥820820820820

※※※※表示価格表示価格表示価格表示価格はははは全全全全てててて税抜税抜税抜税抜きですきですきですきです。。。。



スイーツスイーツスイーツスイーツ

 ■■■■    パステルマーブルパフェパステルマーブルパフェパステルマーブルパフェパステルマーブルパフェ
 ■■■■ タピオカココナッツアイス タピオカココナッツアイス タピオカココナッツアイス タピオカココナッツアイスみるくみるくみるくみるく
 ■■■■ 黒 黒 黒 黒ゴマゴマゴマゴマととととタピオカタピオカタピオカタピオカののののスイーツスイーツスイーツスイーツ
 ■■■■ 杏仁豆腐 杏仁豆腐 杏仁豆腐 杏仁豆腐
 ■■■■ ベリー ベリー ベリー ベリー杏仁杏仁杏仁杏仁

 ￥￥￥￥700700700700
 ￥￥￥￥650650650650
 ￥￥￥￥650650650650
 ￥￥￥￥480480480480
 ￥￥￥￥580580580580

 ■■■■ バニラアイス バニラアイス バニラアイス バニラアイス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 ■■■■ いちご いちご いちご いちごアイスアイスアイスアイス
 ■■■■ チョコレートアイス チョコレートアイス チョコレートアイス チョコレートアイス
 ■■■■ キャラメルアイス キャラメルアイス キャラメルアイス キャラメルアイス
 ■■■■ 抹茶 抹茶 抹茶 抹茶アイスアイスアイスアイス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 ■■■■    黒黒黒黒ごまごまごまごまアイスアイスアイスアイス
 ■■■■ ココナッツアイス ココナッツアイス ココナッツアイス ココナッツアイス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 ■■■■    トリプルベリーシャーベットトリプルベリーシャーベットトリプルベリーシャーベットトリプルベリーシャーベット

 ￥￥￥￥450450450450

 各各各各￥￥￥￥500500500500

 
各各各各￥￥￥￥550550550550

 ￥￥￥￥580580580580
マロンケーキ

チョコブラウニーの
バニラアイス添え

キャラメルタルト

キャラメルアイス

 ■■■■ キャラメルタルト キャラメルタルト キャラメルタルト キャラメルタルト
 ■■■■ マロンケーキ マロンケーキ マロンケーキ マロンケーキ
 ■■■■ りんごと りんごと りんごと りんごとカスタードカスタードカスタードカスタードののののキャラメリゼキャラメリゼキャラメリゼキャラメリゼ
 ■■■■ ブルーベリータルト ブルーベリータルト ブルーベリータルト ブルーベリータルト
 ■■■■ チョコブラウニー チョコブラウニー チョコブラウニー チョコブラウニーののののバニラアイスバニラアイスバニラアイスバニラアイス添添添添ええええ
 ■■■■ ティラミス ティラミス ティラミス ティラミスののののアイスケーキ バニラアイスアイスケーキ バニラアイスアイスケーキ バニラアイスアイスケーキ バニラアイス添添添添ええええ

 ￥ ￥ ￥ ￥400400400400
    ￥￥￥￥420420420420
    ￥￥￥￥430430430430
    ￥￥￥￥460460460460
 ￥ ￥ ￥ ￥580580580580

￥￥￥￥590590590590

りんごとカスタードの
キャラメリゼ

ブルーベリータルト

抹茶パフェ

マスカルポーネと
チョコブラウニーの
グラススイーツ

ティラミス風パフェ

ティラミスのアイスケーキ
バニラアイス添え

ベリー杏仁

タピオカココナッツ
アイスみるく

●●●●プラスプラスプラスプラス350350350350円円円円でででで全全全全スイーツスイーツスイーツスイーツががががドリンクドリンクドリンクドリンク付付付付にににに出来出来出来出来ますますますます。。。。
　【 　【 　【 　【 コーヒー コーヒー コーヒー コーヒー or or or or 紅茶 紅茶 紅茶 紅茶 or or or or ウーロンウーロンウーロンウーロン茶 茶 茶 茶 or or or or オレンジソーダ オレンジソーダ オレンジソーダ オレンジソーダ 】】】】

トリプルベリーシャーベット

黒ごまアイスの
パフェ

ベリー
ストロベリーの
グラススイーツ

チョコストロベリー
パフェ

ベリーベリーパフェ

パステルマーブル
パフェ

杏仁豆腐

黒ゴマとタピオカのスイーツ

キャラメルパフェバナナチョコ
パフェ

 ■■■■ バナナチョコパフェ バナナチョコパフェ バナナチョコパフェ バナナチョコパフェ
 ■■■■ ミニ ミニ ミニ ミニ☆☆☆☆バナナチョコパフェバナナチョコパフェバナナチョコパフェバナナチョコパフェ
 ■■■■ キャラメルパフェ キャラメルパフェ キャラメルパフェ キャラメルパフェ
 ■■■■ ミニ ミニ ミニ ミニ☆☆☆☆キャラメルパフェキャラメルパフェキャラメルパフェキャラメルパフェ
 ■■■■ チョコパフェ チョコパフェ チョコパフェ チョコパフェ
 ■■■■ ミニ ミニ ミニ ミニ☆☆☆☆チョコパフェチョコパフェチョコパフェチョコパフェ

 ￥￥￥￥670670670670
　￥￥￥￥550550550550
　￥￥￥￥650650650650
　￥￥￥￥540540540540
　￥￥￥￥640640640640
　￥￥￥￥530530530530

 ■■■■ 黒 黒 黒 黒ごまごまごまごまアイスアイスアイスアイスののののパフェパフェパフェパフェ
 ■■■■ 抹茶 抹茶 抹茶 抹茶パフェパフェパフェパフェ

 ■■■■ チョコストロベリーパフェ チョコストロベリーパフェ チョコストロベリーパフェ チョコストロベリーパフェ
 ■■■■ ティラミス ティラミス ティラミス ティラミス風風風風パフェパフェパフェパフェ
 ■■■■ ベリーベリーパフェ ベリーベリーパフェ ベリーベリーパフェ ベリーベリーパフェ
 ■■■■ チョコソース チョコソース チョコソース チョコソースdedededeベリーパフェベリーパフェベリーパフェベリーパフェ
 ■■■■ チョコレートアイス チョコレートアイス チョコレートアイス チョコレートアイスののののベリーパフェベリーパフェベリーパフェベリーパフェ
 ■■■■ ベリーストロベリー ベリーストロベリー ベリーストロベリー ベリーストロベリーのののの
　　　　　　　　　　　　　　　　グラススイーツグラススイーツグラススイーツグラススイーツ（（（（白玉入白玉入白玉入白玉入りりりり））））
 ■■■■ マスカルポーネ マスカルポーネ マスカルポーネ マスカルポーネとととと
　　　　　　　　チョコブラウニーチョコブラウニーチョコブラウニーチョコブラウニーののののグラススイーツグラススイーツグラススイーツグラススイーツ

　￥￥￥￥600600600600
　￥￥￥￥550550550550

　￥￥￥￥550550550550
　￥￥￥￥560560560560
　￥￥￥￥540540540540
　￥￥￥￥550550550550
　￥￥￥￥650650650650

　￥￥￥￥560560560560

　￥￥￥￥560560560560

チョコソースde
ベリーパフェ

＊＊＊＊表示価格表示価格表示価格表示価格はははは全全全全てててて税抜税抜税抜税抜きですきですきですきです。。。。



ほんのりほんのりほんのりほんのり甘甘甘甘いいいいフレーバーフレーバーフレーバーフレーバーののののコーヒーコーヒーコーヒーコーヒーですですですです♪♪♪♪

■■■■ カフェショコラ カフェショコラ カフェショコラ カフェショコラ
■■■■ キャラメルラテ キャラメルラテ キャラメルラテ キャラメルラテ
■■■■ アーモンドラテ アーモンドラテ アーモンドラテ アーモンドラテ
■■■■ ココナッツラテ ココナッツラテ ココナッツラテ ココナッツラテ

ホットフレーバーラテホットフレーバーラテホットフレーバーラテホットフレーバーラテ

各各各各￥￥￥￥490490490490

アイスコーヒーアイスコーヒーアイスコーヒーアイスコーヒー

￥￥￥￥430430430430
￥￥￥￥480480480480
￥￥￥￥490490490490

■■■■ アイスブレンドコーヒー アイスブレンドコーヒー アイスブレンドコーヒー アイスブレンドコーヒー
■■■■ アイスカフェオレ アイスカフェオレ アイスカフェオレ アイスカフェオレ
■■■■ アイスカフェウインナー アイスカフェウインナー アイスカフェウインナー アイスカフェウインナー

　　　　甘甘甘甘いいいいフレーバーフレーバーフレーバーフレーバーととととホイップクリームホイップクリームホイップクリームホイップクリーム♪♪♪♪

■■■■ アイスキャラメルラテ アイスキャラメルラテ アイスキャラメルラテ アイスキャラメルラテ
■■■■ アイスアーモンドラテ アイスアーモンドラテ アイスアーモンドラテ アイスアーモンドラテ
■■■■ アイスチョコラテ アイスチョコラテ アイスチョコラテ アイスチョコラテ
■■■■ アイスストロベリーラテ アイスストロベリーラテ アイスストロベリーラテ アイスストロベリーラテ
■■■■ アイスココナッツラテ アイスココナッツラテ アイスココナッツラテ アイスココナッツラテ

コールドフレーバーラテコールドフレーバーラテコールドフレーバーラテコールドフレーバーラテ

　　　　　　　　各各各各￥￥￥￥500500500500

コールドティーコールドティーコールドティーコールドティー

￥￥￥￥430430430430
￥￥￥￥480480480480
￥￥￥￥480480480480

■■■■ アイスティー アイスティー アイスティー アイスティー
■■■■ アイスレモンティー アイスレモンティー アイスレモンティー アイスレモンティー
■■■■ アイスミルクティー アイスミルクティー アイスミルクティー アイスミルクティー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
　　　　フルーツフレーバーティーフルーツフレーバーティーフルーツフレーバーティーフルーツフレーバーティー♪♪♪♪
■■■■ マンゴーティー マンゴーティー マンゴーティー マンゴーティー
■■■■ ストロベリーティー ストロベリーティー ストロベリーティー ストロベリーティー
■■■■ ラフランスティー ラフランスティー ラフランスティー ラフランスティー
■■■■ ラズベリーティー ラズベリーティー ラズベリーティー ラズベリーティー
■■■■ ピーチティー ピーチティー ピーチティー ピーチティー
■■■■ カシスティー カシスティー カシスティー カシスティー 各各各各￥￥￥￥480480480480

各各各各￥￥￥￥500500500500

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
　　　　ロイヤルフレーバーティーラテロイヤルフレーバーティーラテロイヤルフレーバーティーラテロイヤルフレーバーティーラテ♪♪♪♪

■■■■ アイスキャラメルミルクティー アイスキャラメルミルクティー アイスキャラメルミルクティー アイスキャラメルミルクティー
■■■■ アイスアーモンドミルクティー アイスアーモンドミルクティー アイスアーモンドミルクティー アイスアーモンドミルクティー
■■■■ アイスココナッツミルクティー アイスココナッツミルクティー アイスココナッツミルクティー アイスココナッツミルクティー
■■■■ アイスチョコレートミルクティー アイスチョコレートミルクティー アイスチョコレートミルクティー アイスチョコレートミルクティー

■■■■ ダージリンティー ダージリンティー ダージリンティー ダージリンティー
■■■■ アールグレイティー アールグレイティー アールグレイティー アールグレイティー
■■■■ アッサムティー アッサムティー アッサムティー アッサムティー
■■■■ アップルティー アップルティー アップルティー アップルティー
■■■■ ホットレモンティー ホットレモンティー ホットレモンティー ホットレモンティー

紅紅紅紅　　　　茶茶茶茶

各各各各￥￥￥￥500500500500

　Hot Drink  Hot Drink  Hot Drink  Hot Drink  ～ あたたかい飲み物 ～

各各各各￥￥￥￥510510510510

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■■■■ マシュマロキャラメルラテ マシュマロキャラメルラテ マシュマロキャラメルラテ マシュマロキャラメルラテ
■■■■ マシュマロアーモンドラテ マシュマロアーモンドラテ マシュマロアーモンドラテ マシュマロアーモンドラテ
■■■■ マシュマロショコララテ マシュマロショコララテ マシュマロショコララテ マシュマロショコララテ
■■■■ マシュマロココナッツラテ マシュマロココナッツラテ マシュマロココナッツラテ マシュマロココナッツラテ

　Cold Drink  Cold Drink  Cold Drink  Cold Drink  ～ つめたい飲み物 ～

ホットコーヒーホットコーヒーホットコーヒーホットコーヒー

■ ■ ■ ■ ブレンドコーヒーブレンドコーヒーブレンドコーヒーブレンドコーヒー
■ ■ ■ ■ ホットホットホットホットカフェオレカフェオレカフェオレカフェオレ
■ ■ ■ ■ カプチーノカプチーノカプチーノカプチーノ
■ ■ ■ ■ カフェウインナーカフェウインナーカフェウインナーカフェウインナー
■■■■ ロシアンコーヒー ロシアンコーヒー ロシアンコーヒー ロシアンコーヒー

￥￥￥￥420420420420
￥￥￥￥470470470470
￥￥￥￥480480480480
￥￥￥￥480480480480
￥￥￥￥490490490490

ホットミルクドリンクホットミルクドリンクホットミルクドリンクホットミルクドリンク

■■■■ ホットミルク ホットミルク ホットミルク ホットミルク
■■■■ ホットチョコ ホットチョコ ホットチョコ ホットチョコ
■■■■ ホットココア ホットココア ホットココア ホットココア
■■■■ ホット ホット ホット ホット抹茶抹茶抹茶抹茶みるくみるくみるくみるく

￥￥￥￥430430430430
￥￥￥￥500500500500
￥￥￥￥500500500500
￥￥￥￥500500500500

各各各各￥￥￥￥520520520520

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■■■■ マシュマロ マシュマロ マシュマロ マシュマロ抹茶抹茶抹茶抹茶みるくみるくみるくみるく
■■■■ マシュマロココア マシュマロココア マシュマロココア マシュマロココア
■■■■ マシュマロホットチョコ マシュマロホットチョコ マシュマロホットチョコ マシュマロホットチョコ

マシュマロ抹茶みるく

ホットココア

ホットチョコ

アイスカフェ
ウィンナー

アイスレモンティー

アイス
ストロベリー
ラテ

アイス
キャラメル

ラテ アイスキャラメル
ミルクティー

ラズベリーティー

ロシアンコーヒー

ロイヤルミルクティーロイヤルミルクティーロイヤルミルクティーロイヤルミルクティー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■■■■ ロイヤルショコラティー ロイヤルショコラティー ロイヤルショコラティー ロイヤルショコラティー
■■■■ ロイヤルキャラメルティー ロイヤルキャラメルティー ロイヤルキャラメルティー ロイヤルキャラメルティー
■■■■ ロイヤルアーモンドティー ロイヤルアーモンドティー ロイヤルアーモンドティー ロイヤルアーモンドティー 各各各各￥￥￥￥500500500500

■■■■ ロイヤルミルクティー ロイヤルミルクティー ロイヤルミルクティー ロイヤルミルクティー ￥￥￥￥490490490490

※※※※表示価格表示価格表示価格表示価格はははは全全全全てててて税抜税抜税抜税抜きですきですきですきです。。。。



コールドミルクコールドミルクコールドミルクコールドミルク
ドリンクドリンクドリンクドリンク

　Cold Drink  Cold Drink  Cold Drink  Cold Drink  ～ つめたい飲み物 ～

　　　　
タピオカタピオカタピオカタピオカ入入入入り り り り ＋＋＋＋１２０１２０１２０１２０円円円円
ＯＮＯＮＯＮＯＮアイスアイスアイスアイス　 ＋　 ＋　 ＋　 ＋１００１００１００１００円円円円
ホイップホイップホイップホイップ　　 　＋　　 　＋　　 　＋　　 　＋５０５０５０５０円円円円

■■■■ カルピス カルピス カルピス カルピス
■■■■ オレンジジュース オレンジジュース オレンジジュース オレンジジュース
■■■■ レモンスカッシュ レモンスカッシュ レモンスカッシュ レモンスカッシュ
■■■■ オレンジスカッシュ オレンジスカッシュ オレンジスカッシュ オレンジスカッシュ
■■■■    コーラコーラコーラコーラ
■■■■ ゼロ コーラ ゼロ コーラ ゼロ コーラ ゼロ コーラ
■■■■ ジンジャエール ジンジャエール ジンジャエール ジンジャエール
■■■■ メロンソーダ メロンソーダ メロンソーダ メロンソーダ
■■■■ ウーロン ウーロン ウーロン ウーロン茶茶茶茶
■■■■ 緑茶 緑茶 緑茶 緑茶

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■■■■    グレープフルーツジュースグレープフルーツジュースグレープフルーツジュースグレープフルーツジュース

■■■■ カルピスソーダ カルピスソーダ カルピスソーダ カルピスソーダ
■■■■ トマトジュース トマトジュース トマトジュース トマトジュース

ジュースジュースジュースジュース

各各各各￥￥￥￥420420420420

￥￥￥￥430430430430
￥￥￥￥430430430430
￥￥￥￥450450450450

ラズベリー
ティーソーダ

パイン
ティーソーダ

フローズンフルーツフローズンフルーツフローズンフルーツフローズンフルーツ入入入入りりりり♪♪♪♪

■■■■ ブルーベリーティーソーダ ブルーベリーティーソーダ ブルーベリーティーソーダ ブルーベリーティーソーダ
■■■■ ストロベリーティーソーダ ストロベリーティーソーダ ストロベリーティーソーダ ストロベリーティーソーダ
■■■■ ラズベリーティーソーダ ラズベリーティーソーダ ラズベリーティーソーダ ラズベリーティーソーダ
■■■■ ピーチティーソーダ ピーチティーソーダ ピーチティーソーダ ピーチティーソーダ
■■■■ パインティーソーダ パインティーソーダ パインティーソーダ パインティーソーダ
■■■■ マンゴーティーソーダ マンゴーティーソーダ マンゴーティーソーダ マンゴーティーソーダ

各各各各￥￥￥￥560560560560

フォーベリー
ティー

ベリードリンクベリードリンクベリードリンクベリードリンク

■■■■    ベリーソーダベリーソーダベリーソーダベリーソーダ
■■■■ ベリーベリーミルク ベリーベリーミルク ベリーベリーミルク ベリーベリーミルク
■■■■ フォーベリーティー フォーベリーティー フォーベリーティー フォーベリーティー

￥￥￥￥480480480480
￥￥￥￥490490490490
￥￥￥￥500500500500

ベリーソーダ ベリーベリー
ミルク

■■■■ アイスミルク アイスミルク アイスミルク アイスミルク
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■■■■ メロンミルク メロンミルク メロンミルク メロンミルク
■■■■    チャイミルクチャイミルクチャイミルクチャイミルク
■■■■ キャラメルミルク キャラメルミルク キャラメルミルク キャラメルミルク
■■■■ アーモンドミルク アーモンドミルク アーモンドミルク アーモンドミルク
■■■■ カシスミルク カシスミルク カシスミルク カシスミルク
■■■■ ラズベリーミルク ラズベリーミルク ラズベリーミルク ラズベリーミルク
■■■■ ストロベリーミルク ストロベリーミルク ストロベリーミルク ストロベリーミルク
■■■■ ブルーベリーミルク ブルーベリーミルク ブルーベリーミルク ブルーベリーミルク

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■■■■ アイスチョコミルク アイスチョコミルク アイスチョコミルク アイスチョコミルク
■■■■ アイス アイス アイス アイス抹茶抹茶抹茶抹茶ミルクミルクミルクミルク
■■■■ アイスココア アイスココア アイスココア アイスココア

￥￥￥￥430430430430

￥￥￥￥490490490490
￥￥￥￥500500500500
￥￥￥￥500500500500

各各各各￥￥￥￥480480480480

アイス
チョコミルク

アイスココアアイス
抹茶ミルク

各各各各￥￥￥￥470470470470

■■■■    キウイキウイキウイキウイ
■■■■    カシスカシスカシスカシス
■■■■    ピーチピーチピーチピーチ
■■■■ パイン パイン パイン パイン
■■■■ マンゴー マンゴー マンゴー マンゴー
■■■■    ラフランスラフランスラフランスラフランス
■■■■ ラズベリー ラズベリー ラズベリー ラズベリー
■■■■ ブルーベリー ブルーベリー ブルーベリー ブルーベリー
■■■■ ストロベリー ストロベリー ストロベリー ストロベリー
■■■■ クランベリー クランベリー クランベリー クランベリー
■■■■ パッションフルーツ パッションフルーツ パッションフルーツ パッションフルーツ
■■■■ マンダリンオレンジ マンダリンオレンジ マンダリンオレンジ マンダリンオレンジ

イタリアンテイストイタリアンテイストイタリアンテイストイタリアンテイスト
フルーツソーダフルーツソーダフルーツソーダフルーツソーダ

フロートフロートフロートフロート

■■■■ コーラフロート コーラフロート コーラフロート コーラフロート
■■■■ メロンフロート メロンフロート メロンフロート メロンフロート

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■■■■ カフェフロート カフェフロート カフェフロート カフェフロート

各各各各￥￥￥￥470470470470

￥￥￥￥500500500500

各各各各￥￥￥￥540540540540

各各各各￥￥￥￥550550550550

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■■■■    ストロベリーミルクフロートストロベリーミルクフロートストロベリーミルクフロートストロベリーミルクフロート
■■■■    キャラメルミルクフロートキャラメルミルクフロートキャラメルミルクフロートキャラメルミルクフロート
■■■■    チョコミルクフロートチョコミルクフロートチョコミルクフロートチョコミルクフロート

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■■■■    抹茶抹茶抹茶抹茶みるくみるくみるくみるくフロートフロートフロートフロート
■■■■ ストロベリーラテフロート ストロベリーラテフロート ストロベリーラテフロート ストロベリーラテフロート
■■■■ キャラメルラテフロート キャラメルラテフロート キャラメルラテフロート キャラメルラテフロート
■■■■ チョコラテフロート チョコラテフロート チョコラテフロート チョコラテフロート
■■■■ カフェクレームテレジア カフェクレームテレジア カフェクレームテレジア カフェクレームテレジア

■■■■ カフェグラッセ カフェグラッセ カフェグラッセ カフェグラッセ

（（（（カフェフロートカフェフロートカフェフロートカフェフロート＋＋＋＋ホイップホイップホイップホイップ））））

（（（（カフェオレカフェオレカフェオレカフェオレ＋＋＋＋バニラアイスバニラアイスバニラアイスバニラアイス））））

カフェ
グラッセ

カフェ
クレーム
テレジア

抹茶みるく
フロート

※※※※表示価格表示価格表示価格表示価格はははは全全全全てててて税抜税抜税抜税抜きですきですきですきです。。。。



リキュールベースリキュールベースリキュールベースリキュールベース

 ■■■■ カシスソーダカシスソーダカシスソーダカシスソーダ
 ■■■■ カシスオレンジカシスオレンジカシスオレンジカシスオレンジ
 ■■■■ カシスグレープフルーツカシスグレープフルーツカシスグレープフルーツカシスグレープフルーツ
 ■■■■ カシスウーロンカシスウーロンカシスウーロンカシスウーロン

 ■■■■ コアントロートニックコアントロートニックコアントロートニックコアントロートニック
 ■■■■ コアントローオレンジコアントローオレンジコアントローオレンジコアントローオレンジ
 ■■■■ コアントローグレープフルーツコアントローグレープフルーツコアントローグレープフルーツコアントローグレープフルーツ

 ■■■■ ストロベリーオレンジストロベリーオレンジストロベリーオレンジストロベリーオレンジ
 ■■■■ ストロベリーモーニストロベリーモーニストロベリーモーニストロベリーモーニ
　　　　 （ストロベリーリキュール
　　　　　　　　＋グレープフルーツジュース＋トニック）

ノンノンノンノン炭酸炭酸炭酸炭酸

★★★★ノンアルコールカクテルノンアルコールカクテルノンアルコールカクテルノンアルコールカクテル★★★★　　　　ALLALLALLALL￥￥￥￥490490490490

シュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワ微炭酸微炭酸微炭酸微炭酸

 ■■■■ ピーチフィズ ピーチフィズ ピーチフィズ ピーチフィズ
 ■■■■ ラズベリーフィズ ラズベリーフィズ ラズベリーフィズ ラズベリーフィズ
 ■■■■ カシスフィズ カシスフィズ カシスフィズ カシスフィズ
 ■■■■ キウイベリーソーダ キウイベリーソーダ キウイベリーソーダ キウイベリーソーダ
 ■■■■ クランベリーコーク クランベリーコーク クランベリーコーク クランベリーコーク
 ■■■■ カシスジンジャー カシスジンジャー カシスジンジャー カシスジンジャー
 ■■■■ マンダリンジンジャー マンダリンジンジャー マンダリンジンジャー マンダリンジンジャー
 ■■■■ ラフランスジンジャー ラフランスジンジャー ラフランスジンジャー ラフランスジンジャー

 ■■■■ パッションオレンジ パッションオレンジ パッションオレンジ パッションオレンジ
 ■■■■ オレンジマンゴー オレンジマンゴー オレンジマンゴー オレンジマンゴー
 ■■■■ オレンジカシス オレンジカシス オレンジカシス オレンジカシス
 ■■■■ キウイグレープフルーツ キウイグレープフルーツ キウイグレープフルーツ キウイグレープフルーツ
 ■■■■ ベリーココナッツミルク ベリーココナッツミルク ベリーココナッツミルク ベリーココナッツミルク
 ■■■■ ブルーベリーカルピス ブルーベリーカルピス ブルーベリーカルピス ブルーベリーカルピス
 ■■■■ パッションカルピス パッションカルピス パッションカルピス パッションカルピス

★★★★未成年未成年未成年未成年のののの方方方方でもでもでもでもOK♪OK♪OK♪OK♪

 ■■■■ カンパリソーダカンパリソーダカンパリソーダカンパリソーダ
 ■■■■ カンパリオレンジカンパリオレンジカンパリオレンジカンパリオレンジ
 ■■■■ スプモーニスプモーニスプモーニスプモーニ
　　　　 （カンパリ＋グレープフルーツジュース
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋トニック）

 ■■■■ プレリュードフィズプレリュードフィズプレリュードフィズプレリュードフィズ
　　　　 （カンパリ＋カルピス＋レモン＋ソーダ）

 ■■■■ ジントニックジントニックジントニックジントニック
 ■■■■ ジンバックジンバックジンバックジンバック
　　　　 （ジン＋ジンジャーエール）

 ■■■■ ジンリッキージンリッキージンリッキージンリッキー
　　　　 （ジン＋ライム＋ソーダ）

 ■■■■ オレンジブロッサムオレンジブロッサムオレンジブロッサムオレンジブロッサム
　　　　 （ジン＋オレンジジュース）

ジンベースジンベースジンベースジンベース

 ■■■■ アプリコットオレンジアプリコットオレンジアプリコットオレンジアプリコットオレンジ
　　　　 （あんずリキュール＋オレンジジュース）

 ■■■■ アプリコットジンジャーアプリコットジンジャーアプリコットジンジャーアプリコットジンジャー
　　　　 （あんずリキュール＋ジンジャーエール） ■■■■ ライチオレンジライチオレンジライチオレンジライチオレンジ

 ■■■■ ライチモーニライチモーニライチモーニライチモーニ
　　　　 （ライチリキュール
　　　　　　＋グレープフルーツジュース＋トニック）

 ■■■■ チャイナブルーチャイナブルーチャイナブルーチャイナブルー
　　　 　（ライチリキュール＋ブルーキュラソー
　　　　　　　　　　　＋グレープフルーツジュース）

COCKTAILCOCKTAILCOCKTAILCOCKTAIL　～　～　～　～ カクテルカクテルカクテルカクテル ～　～　～　～　ALLALLALLALL￥￥￥￥500500500500

　　　　AlAlAlAlcohOl cohOl cohOl cohOl 　　　　 ～ お酒 ～
※※※※おおおお酒酒酒酒はははは２０２０２０２０歳歳歳歳になってからになってからになってからになってから！！！！
　　　　おおおお車車車車でおでおでおでお越越越越しのおしのおしのおしのお客様客様客様客様はははは運転代行運転代行運転代行運転代行をごをごをごをご利用下利用下利用下利用下さいさいさいさい。。。。

 ※ノンアルコールでも出来ます

 ■■■■ レッドアイレッドアイレッドアイレッドアイ
　　　　 （ビール＋トマトジュース）

 ■■■■ シャンディガフシャンディガフシャンディガフシャンディガフ
　　　　 （ビール＋ジンジャーエール）

 ■ ビターオレンジビターオレンジビターオレンジビターオレンジ
　　　　 （ビール＋オレンジジュース）

 ■■■■ メロンガフメロンガフメロンガフメロンガフ
　　　　 （ビール＋メロンソーダ）

ビールベースビールベースビールベースビールベース

 ■■■■ サムライロックサムライロックサムライロックサムライロック
　　　　　　　 （日本酒＋ライムジュース）

 ■■■■ レッドサンレッドサンレッドサンレッドサン
　　　　 （日本酒＋トマトジュース）

 ■■■■ オレンジブリーゼオレンジブリーゼオレンジブリーゼオレンジブリーゼ
　　　　 （日本酒＋オレンジジュース
　　　　　　　　　　　　　　　　＋トニック）

 ■ サケソーダサケソーダサケソーダサケソーダ
　　　　 （日本酒＋レモン＋ソーダ）

日本酒日本酒日本酒日本酒ベースベースベースベース

 ■■■■ レゲエパンチレゲエパンチレゲエパンチレゲエパンチ
　　　　 （ピーチリキュール＋ウーロン茶）

 ■■■■ ファジーネーブルファジーネーブルファジーネーブルファジーネーブル
　　　　 （ピーチリキュール＋オレンジジュース)

 ■■■■ アップルピーチアップルピーチアップルピーチアップルピーチ

キウイグレープフルーツ
ブルーベリーカルピス

●ＯＮバニラアイス ＋１００円

カシスフィズ
オレンジマンゴー

アップル
ピーチ

レゲエ
パンチ

ファジー
ネーブル

カンパリ
オレンジ

ストロベリー
オレンジ

アプリコット
ジンジャー

チャイナ
ブルー

プレリュード
フィズ

※※※※表示価格表示価格表示価格表示価格はははは全全全全てててて税抜税抜税抜税抜きですきですきですきです。。。。



ピーチレディー
ナビガドール
アメリカンレモネード

 ■■■■ スクリュードライバースクリュードライバースクリュードライバースクリュードライバー
　　　　 （ウォッカ＋オレンジジュース）

 ■■■■ モスコミュールモスコミュールモスコミュールモスコミュール
　　　　 （ウォッカ＋ジンジャーエール＋ライム）

 ■ ブルドックブルドックブルドックブルドック
　　　　 （ウォッカ＋グレープフルーツジュース）

 ■ ソルティドッグ ソルティドッグ ソルティドッグ ソルティドッグ
　　　　 （ウォッカ＋グレープフルーツジュース
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＋ソルト）

 ■ ブリザードブリザードブリザードブリザード
　　　　 （ウォッカ＋ピーチ＋カンパリ
　　　　　　　　　＋グレープフルーツジュース）

 ■ ブラッディマリーブラッディマリーブラッディマリーブラッディマリー
　　　　 （ウォッカ＋トマトジュース）

 ■■■■ スレッジハンマースレッジハンマースレッジハンマースレッジハンマー
　　　　 （ウォッカ＋ライム）

ウォッカベースウォッカベースウォッカベースウォッカベース

 ■■■■ テキーラサンライズテキーラサンライズテキーラサンライズテキーラサンライズ
　　　　 （テキーラ＋オレンジジュース
　　　　　　　　　　　　　　＋グレナデンシロップ）

 ■■■■ エクソシストエクソシストエクソシストエクソシスト
　　　　 （テキーラ＋ブルーキュラソー＋レモン）

 ■■■■ ルビースタールビースタールビースタールビースター
　　　　 （テキーラ＋カンパリ
　　　　　　　　　 ＋グレープフルーツジュース）

 ■■■■ ストローハットストローハットストローハットストローハット
　　　　 （テキーラ
　　　　　　　＋トマトジュース）

テキーラベーステキーラベーステキーラベーステキーラベース

 ■■■■ キティキティキティキティ
　　　　 （赤ワイン＋ジンジャーエール）

 ■■■■ オペレーターオペレーターオペレーターオペレーター
　　　　 （白ワイン＋ジンジャーエール＋レモン）

 ■■■■ ピーチレディピーチレディピーチレディピーチレディ
　　　　 （白ワイン＋ピーチ＋ストロベリー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋ミルク）

    ■■■■ ナビガドールナビガドールナビガドールナビガドール
　　　　 （赤ワイン＋クランベリーソーダ＋ライム）

 ■■■■ アメリカンレモネードアメリカンレモネードアメリカンレモネードアメリカンレモネード
　　　　 （赤ワイン＋レモンジュース＋ガムシロ）

ワインベースワインベースワインベースワインベース

ミルクミルクミルクミルク系系系系

 ■■■■ カルーアミルクカルーアミルクカルーアミルクカルーアミルク
 ■■■■ いちごいちごいちごいちごミルクミルクミルクミルク
 ■■■■ グリーンティーミルクグリーンティーミルクグリーンティーミルクグリーンティーミルク

カルピスカルピスカルピスカルピス系系系系

 ■■■■ いちごいちごいちごいちごカルピスカルピスカルピスカルピス
 ■■■■ ライチカルピスライチカルピスライチカルピスライチカルピス
 ■■■■ りんごりんごりんごりんごカルピスカルピスカルピスカルピス
 ■■■■ カシスカルピスカシスカルピスカシスカルピスカシスカルピス
 ■■■■ 巨峰巨峰巨峰巨峰カルピスカルピスカルピスカルピス
 ■■■■ 桃桃桃桃カルピスカルピスカルピスカルピス

　　　　AlcohOl AlcohOl AlcohOl AlcohOl 　　　　 ～ お酒 ～

COCKTAILCOCKTAILCOCKTAILCOCKTAIL　～　～　～　～ カクテルカクテルカクテルカクテル ～　～　～　～　ALLALLALLALL￥￥￥￥500500500500

※※※※おおおお酒酒酒酒はははは２０２０２０２０歳歳歳歳になってからになってからになってからになってから！！！！
　　　　おおおお車車車車でおでおでおでお越越越越しのおしのおしのおしのお客様客様客様客様はははは運転代行運転代行運転代行運転代行をごをごをごをご利用下利用下利用下利用下さいさいさいさい。。。。

 ■■■■ ラムバックラムバックラムバックラムバック
　　　　 （ラム＋ジンジャーエール）

 ■■■■ ラムオレンジラムオレンジラムオレンジラムオレンジ
　　　　 （ラム＋オレンジジュース）

 ■■■■ ダイキリダイキリダイキリダイキリ
　　　　 （ラム＋ライム＋ガムシロ）

 ■■■■ キューバリバーキューバリバーキューバリバーキューバリバー
　　　　 （ラム＋コーラ＋ライム）

 ■■■■ ラムコークラムコークラムコークラムコーク
　　　　 （ラム＋コーラ）

ラムベースラムベースラムベースラムベース

 ■■■■ キャラメルミルクカクテルキャラメルミルクカクテルキャラメルミルクカクテルキャラメルミルクカクテル
 ■■■■ アーモンドミルクカクテルアーモンドミルクカクテルアーモンドミルクカクテルアーモンドミルクカクテル
 ■■■■ チョコミルクカクテルチョコミルクカクテルチョコミルクカクテルチョコミルクカクテル
 ■■■■ ココナッツミルクカクテルココナッツミルクカクテルココナッツミルクカクテルココナッツミルクカクテル
 ■■■■ メロンミルクカクテルメロンミルクカクテルメロンミルクカクテルメロンミルクカクテル

Discovery Discovery Discovery Discovery オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル

ミルクカクテルミルクカクテルミルクカクテルミルクカクテル

￥￥￥￥500500500500
￥￥￥￥500500500500

 ■■■■ スミノフ スミノフ スミノフ スミノフ　　　　レモンテイストレモンテイストレモンテイストレモンテイスト
 ■■■■ スミノフ スミノフ スミノフ スミノフ　　　　レモネードカクテルレモネードカクテルレモネードカクテルレモネードカクテル

各各各各￥￥￥￥550550550550
 ■■■■ レモネードカシス レモネードカシス レモネードカシス レモネードカシス
 ■■■■ レモネードキウイ レモネードキウイ レモネードキウイ レモネードキウイ

ブリザード
スレッジ
　ハンマー

ダイキリ
キューバリバー

ルビースター
エクソシスト

●ＯＮバニラアイス　＋１００円

    GODIVA GODIVA GODIVA GODIVA ゴディバゴディバゴディバゴディバ    チョコレートリキュールチョコレートリキュールチョコレートリキュールチョコレートリキュール

 ■■■■ ゴディバ ゴディバ ゴディバ ゴディバ　　　　ミルクミルクミルクミルク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　650yen
 ■■■■ ゴディバ ゴディバ ゴディバ ゴディバ　　　　カフェモカカフェモカカフェモカカフェモカ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　650yen

 ■■■■ ゴディバゴディバゴディバゴディバ　　　　オン ザ ロックオン ザ ロックオン ザ ロックオン ザ ロック　　　　　　　　  650yen
 ■■■■ ゴディバ ゴディバ ゴディバ ゴディバ　　　　スイーツカクテルスイーツカクテルスイーツカクテルスイーツカクテル　 700yen
　　　　　バニラアイスをのせたSweetなカクテル

 ■■■■ ゴディバ ゴディバ ゴディバ ゴディバ　　　　スイーツカクテル プレミアムスイーツカクテル プレミアムスイーツカクテル プレミアムスイーツカクテル プレミアム
　　　　　バニラアイス＆ホイップクリームを
　　　　　のせたPremiumなカクテル

750yen

SMIRNOFFSMIRNOFFSMIRNOFFSMIRNOFF（（（（スミノフスミノフスミノフスミノフ））））

スクリュードライバー
モスコミュール

＊＊＊＊表示価格表示価格表示価格表示価格はははは全全全全てててて税抜税抜税抜税抜きですきですきですきです。。。。



 ■■■■ ハイボール ハイボール ハイボール ハイボール（（（（レモンレモンレモンレモン入入入入））））

 ■■■■ ジンジャー ジンジャー ジンジャー ジンジャー割割割割りりりり
 ■■■■ コーラ コーラ コーラ コーラ割割割割りりりり
 ■■■■ ロック ロック ロック ロック
 ■■■■ 水割 水割 水割 水割りりりり

￥￥￥￥600600600600
￥￥￥￥600600600600
￥￥￥￥600600600600

　　　　シングルシングルシングルシングル￥￥￥￥500500500500
シングルシングルシングルシングル￥￥￥￥500500500500

　　　　ダブルダブルダブルダブル￥￥￥￥700700700700
ダブルダブルダブルダブル￥￥￥￥700700700700

ジョニーウォーカージョニーウォーカージョニーウォーカージョニーウォーカー
ブラックラベルブラックラベルブラックラベルブラックラベル
（スコッチ）
★スムースな味わい

ハーパーハーパーハーパーハーパー
（バーボン）

★スッキリとした
味わい

 ■■■■ いちご いちご いちご いちご
 ■■■■ 洋 洋 洋 洋なしなしなしなし
 ■■■■ うめ うめ うめ うめ
 ■■■■ りんご りんご りんご りんご
 ■■■■ グレープフルーツ グレープフルーツ グレープフルーツ グレープフルーツ

 ■■■■ 巨峰 巨峰 巨峰 巨峰
 ■■■■ もも もも もも もも
 ■■■■ あんず あんず あんず あんず
 ■■■■ ライチ ライチ ライチ ライチ

 ■■■■ カルピス カルピス カルピス カルピス
 ■■■■ ウーロン ウーロン ウーロン ウーロン
 ■■■■ 緑茶 緑茶 緑茶 緑茶
 ■■■■ レモン レモン レモン レモン
 ■■■■ ライム ライム ライム ライム

ALLALLALLALL￥￥￥￥500500500500

ALLALLALLALL￥￥￥￥600600600600

￥￥￥￥500500500500
￥￥￥￥500500500500
￥￥￥￥600600600600
￥￥￥￥600600600600
￥￥￥￥450450450450

 ■■■■    ハートランドハートランドハートランドハートランド（（（（生生生生））））
 ■■■■    一番搾一番搾一番搾一番搾りりりり（（（（生生生生））））
 ■■■■    ギネスギネスギネスギネス
 ■■■■ ハイネケン ハイネケン ハイネケン ハイネケン
 ■■■■ キリン ゼロイチ キリン ゼロイチ キリン ゼロイチ キリン ゼロイチ
　　 　（　　 　（　　 　（　　 　（ノンｱﾙｺｰﾙビールノンｱﾙｺｰﾙビールノンｱﾙｺｰﾙビールノンｱﾙｺｰﾙビール））））

ロックロックロックロック
水割水割水割水割りりりり

おおおお湯割湯割湯割湯割りりりり
各各各各￥￥￥￥600600600600

ALLALLALLALL￥￥￥￥600600600600

 ■■■■ クランベリー クランベリー クランベリー クランベリー
 ■■■■ ラズベリー ラズベリー ラズベリー ラズベリー
 ■■■■ ブルーベリー ブルーベリー ブルーベリー ブルーベリー
 ■■■■ ストロベリー ストロベリー ストロベリー ストロベリー
 ■■■■ ラフランス ラフランス ラフランス ラフランス
 ■■■■ パッションフルーツ パッションフルーツ パッションフルーツ パッションフルーツ

 ■■■■ マンダリンオレンジ マンダリンオレンジ マンダリンオレンジ マンダリンオレンジ
 ■■■■ キウイ キウイ キウイ キウイ
 ■■■■    マンゴーマンゴーマンゴーマンゴー
 ■■■■    ピーチピーチピーチピーチ
 ■■■■ パイン パイン パイン パイン

 ■■■■ クランベリー クランベリー クランベリー クランベリー
 ■■■■    ラズベリーラズベリーラズベリーラズベリー
 ■■■■ ブルーベリー ブルーベリー ブルーベリー ブルーベリー
 ■■■■ ストロベリー ストロベリー ストロベリー ストロベリー
 ■■■■ ラフランス ラフランス ラフランス ラフランス

 ■■■■ キウイ キウイ キウイ キウイ
 ■■■■    マンゴーマンゴーマンゴーマンゴー

各各各各￥￥￥￥650650650650

 ■■■■ フォーベリーハイ フォーベリーハイ フォーベリーハイ フォーベリーハイ
 ■■■■ ベリーキール ベリーキール ベリーキール ベリーキール

BEERBEERBEERBEER

オリジナル チューハイオリジナル チューハイオリジナル チューハイオリジナル チューハイ
DiscoveryDiscoveryDiscoveryDiscovery

ベリーベリーベリーベリーベリーベリーベリーベリー
オリジナルカクテルオリジナルカクテルオリジナルカクテルオリジナルカクテル

芋焼酎芋焼酎芋焼酎芋焼酎

日本酒日本酒日本酒日本酒

　　　　AlcohOl AlcohOl AlcohOl AlcohOl 　　　　 ～ お酒 ～
※※※※おおおお酒酒酒酒はははは２０２０２０２０歳歳歳歳になってからになってからになってからになってから！！！！
　　　　おおおお車車車車でおでおでおでお越越越越しのおしのおしのおしのお客様客様客様客様はははは運転代行運転代行運転代行運転代行をごをごをごをご利用下利用下利用下利用下さいさいさいさい。。。。

￥￥￥￥500500500500

￥￥￥￥700700700700

酎酎酎酎ハイハイハイハイ＆＆＆＆サワーサワーサワーサワー

ウィスキーウィスキーウィスキーウィスキー

 
 ■■■■ 関乃井 関乃井 関乃井 関乃井（グラス）
　

 ■■■■ 寒立馬 寒立馬 寒立馬 寒立馬（グラス）

せ き の い

か ん だ ち め

 
 ■■■■ 黒霧島 黒霧島 黒霧島 黒霧島
　

 ■■■■ 一刻者 一刻者 一刻者 一刻者

く ろ き り し ま

い っ こ も ん

オリジナル キールオリジナル キールオリジナル キールオリジナル キール
DiscoveryDiscoveryDiscoveryDiscovery

フォアローゼスフォアローゼスフォアローゼスフォアローゼス
（バーボン）

★心とろける香り

ホワイトホースホワイトホースホワイトホースホワイトホース
（スコッチ）
★スモーキーさ
ほのかに香る

ALLALLALLALL￥￥￥￥500500500500

 ■■■■ うめ うめ うめ うめ酒酒酒酒
 ■■■■ りんご りんご りんご りんご酒酒酒酒

 ■■■■ あんず あんず あんず あんず酒酒酒酒
 ■■■■ 巨峰酒 巨峰酒 巨峰酒 巨峰酒

 ■■■■ 赤 赤 赤 赤（グラス）
 ■■■■ 白 白 白 白（グラス）

各各各各￥￥￥￥500500500500

ハウスワインハウスワインハウスワインハウスワイン

果実酒果実酒果実酒果実酒（（（（ロックロックロックロック））））

スパークリングワインに
スイートなシロップを入れた

Discoveryオリジナルのキールです。
飲みやすくて種類も豊富♪
飲み比べてみて下さいね☆

 ■■■■ パッションフルーツ パッションフルーツ パッションフルーツ パッションフルーツ
 ■■■■ マンダリンオレンジ マンダリンオレンジ マンダリンオレンジ マンダリンオレンジ

 ■■■■    ピーチピーチピーチピーチ
 ■■■■ パイン パイン パイン パイン

※※※※表示価格表示価格表示価格表示価格はははは全全全全てててて税抜税抜税抜税抜きですきですきですきです。。。。
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