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FOOD MENU
☆オリジナルフレンチトーストサラダ添え
Original French toast

755 (830)

当店のオリジナルフレンチトースト。
専用のブレッドを焼き上げ、甘さ控えめのアパレイユを
しっかりとしみこませた、中までふんわりの自慢の一品。

☆ピザ Pizza
職人が生地から練り上げた自家製ピザ。
一枚ずつ、石釜で焼き上げます。
・マルゲリータピザ margherita pizza
・ソーセージピザ Sausage pizza
・チョリソーピザ Chorizo pizza
・カルボナーラビザ Carbonara pizza

891 (980)
1000 (1100)
1046 (1150)
1182 (1300)

・きのこいっぱいのクリームソースピザ mashrooms pizza

1046 (1150)

☆オリジナルチキンサラダ
Original Chicken Salad

891 (980)

グリルチキン＆おんたま等をトッピングした、
ボリュームたっぷりのオリジナルサラダです。

☆グリーンサラダ
Green Salad

500 (550)

グリーンレタスの、シンプルサラダ。

☆クリーミーチキンカレー
Creamy Chicken Curry

1200 (1320)

じっくり煮込んだエスニックスパイシーカレー。
数に限りがありますので、スタッフにご確認下さい。

☆パスタ Pasta
・本日のパスタ Today’s Pasta（黒板をご覧ください）
・カルボナーラ Carbonara
・明太子のクリームパスタ seasoned cod roe creamy pasta
・そら豆と枝豆のチーズソースパスタ Greenbeans cheese sauce pasta
・ボロネーゼ Bolognase
・フレッシュトマトの冷製パスタ Cold pasta with fresh tomato
・ベーコンとモッツアレラチーズのトマトソースパスタ

982 (1080)
982 (1080)
982 (1080)
1000 (1100)
1000 (1100)
1000 (1100)

Tomato sauce pasta with Bacon and mozzarella cheese
・きのことベーコンのクリームソースパスタ

1000 (1100)

Mushroom & Bacon cream sauce pasta
・グリルチキンとブロッコリーバジルパスタ

1046 (1150)

Basil souce pasta with grilled chicken and broccoli

1164 (1280)

・ボンゴレビアンコ Vongole bianco

☆国産牛のビーフシチュー（パン付き）
Beef Stew with sliced bread

1455 (1600)

国産の牛肉をじっくり柔らかく煮込んだ、贅沢シチュー。

☆自家製ビーフハンバーグプレート（ライス付）1319 (1450)
Beef Hamburger steak with rice
熱々デミグラスソースでお召し上がりください。

☆ガパオライス（タイ風）

1000 (1100)

GAPAO (Thai food)
鶏ひき肉バジル炒めをご飯にのせた、人気のタイ料理。

☆ スープ

Soup

・野菜のコンソメスープ Consomme soup with vegetables
・コーンスープ Corn cream soup
・ミネストローネ（パン付き）minestrone
・クラムチャウダー（パン付き）cramchauder

437 (480)
500 (550)
619 (680)
664 (730)

☆ おつまみ Appetizers
・自家製ピクルス盛り合わせ Homemade Mixed Pickles L 600 (660) M 455 (500)
・生ハム包みトマトとカマンベールチーズ
619 (680)
・トルティーヤチップス（サルサ＆アボカドディップ）
600 (660)
Tortilla Chips (salsa&avocado sauce)
・ガーリックフライドポテト Garlic Potato
・粗びきフランク盛り合わせ Assorted Sausages

☺

664 (730)
664 (730)

KIDS MENU ☺

※小学生以下のお子様まで、ご注文いただけます。

☺ キッズプレート Kids plate

546 (600)

野菜のコンソメスープまたはキッズドリンク付き

(including vegetable consommé soup or drink)

☺ キッズポテト Kids French-fried potato 255 (280)
☺ キッズコーンスープ Kids corn-cream soup

255 (280)
☺ キッズドリンク (オレンジ / りんご / パイン / ミルク / ココア)
Kids Drink (orange/apple/pineapple/milk/cocoa) 182 (200)

☆ニューヨークチーズケーキ
Cheese Cake New York Style

¥500(550)

☆濃厚ガトーショコラ
Classic Chocolate Cake ¥550(605)

☆コーヒーゼリー
Coffee Jelly
¥500(550)

☆大人のバナナパウンドケーキ（ラム酒入り）
Original Banana Pound Cake（Rum）¥550(605)

💚 デザートピザ ≪バナナショコラピザ≫

💚

💚

（シナモンが苦手な方は、お申し出ください。）

¥728(800)

（＊ラストオーダーは、ピザと同じタイミングに
なるのでご注意ください。。
）

【デザート

セットドリンクサービス】

ドリンクとセットでご注文いただくと、30 円お得になります！！
【 Dessert set service 】

30yen discount when ordering with drinks.

SWEETS MENU
☆自家製ティラミス Tiramisu

¥437(480)

☆自家製 かぼちゃプディング Pumpkin pudding
¥437(480)

☆バナナ＆フローズンベリー アイスクリーム
Ice cream (with Banana & FrozenBerrys)
¥546(600)

☆バニラアイスクリーム
Vanilla ice cream

364(400)

【デザート

☆アッフォガード Affogato
バニラアイスクリームのエスプレッソかけ
¥500 (550)

セットドリンクサービス】

ソフトドリンクとセットでご注文いただくと、30 円お得になります！！
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