GOURMET BURGER.
◆ アボカド ベーコン

チェダーチーズ バーガー
Avocado, Bacon,
Cheddar cheese Burger.

¥�,���

( 税込 �,���)

◆ ホワイトマッシュルーム

× クアトロチーズ バーガー
Mushroom,
4kinds of cheese Burger.

◆ オールド バーガー
Normal Burger. ----------------------------------------- ¥��� (
◆ チェダーチーズ バーガー
Cheddar cheese Burger. ----------------------------- ¥�,��� (
◆ モッツァレラチーズ バーガー
Mozzarella cheese Burger. ------------------------ ¥�,��� (
◆ アボカド チェダーチーズ バーガー
Avocado Cheddar cheese Burger. ----------------- ¥�,��� (
◆ アボカド モッツァレラチーズ バーガー
Avocado Mozzarella cheese Burger. --------------- ¥�,��� (
◆ ダブルパティ × チェダーチーズ バーガー
Double Meat patties,Cheddar cheese Burger. ---- ¥�,��� (

税込

���)

税込

�,���)

税込

�,���)

税込

税込

税込

�,���)
�,���)
�,���)

¥�,���

( 税込 �,���)

◆ ポテト Potato. --------------------------- ¥��� (

・シューストリング

税込

���)

Shoe string potato.

・ステルスクリスカット

◆ チーズ ------ ¥��� (

Stealth squirrel cut potato.
税込

（チェダー or モッツァレラ）

◆ パティ

���)

Meat pattie. --- ¥��� ( 税込 ���)

Cheddar or Mozzarella cheese.

◆ ベーコン

◆ アボカド

Bacon. -------- ¥��� ( 税込 ���)

Avocado. ------- ¥��� ( 税込 ���)

◆ ピクルス

◆ グリルドオニオン

Pickles. ------- ¥��� ( 税込 ���)

Grilled onion. --- ¥��� ( 税込 ���)

PASTA.
◆ なすとパンチェッタのトマトソース
Spaghetti with Eggplant and
Pancetta tomato sauce. ------------------ ¥��� (

税込

◆ バジルとモッツァレラのトマトソース
Spaghetti with Mozzarella
and Bazil tomato sauce. --------------------- ¥��� (

�,���)

税込

���)

◆ シェフの気まぐれパスタ
Based on the chefs mood of the day ! --------------- ¥ASK

WAFFLE.

◆ 海老とほうれん草の

トマトクリームソース
Tomato cream spaghetti with
Shrimp and Spinach.

SET DRINK.
¥���

( 税込 ���)

◆ ワッフルチキン
Chicken and Waffles. ----- ¥��� (

¥���

税込

�,���)

¥�,���

( 税込 �,���)

( 税込 ���)

◆ バジルと生ハムの

¥���

( 税込 �,���)

ジェノベーゼソース

Spaghetti with Prosciutto and
Geno vese sauce.

11:00 -17:00

ブレンドコーヒー / アメリカンコーヒー / アイスコーヒー /
紅茶（アイス or ホット）/ ウーロン茶 / ジャスミンティー /
オレンジジュース / グレープフルーツジュース /
ジンジャーエール / コーラ
Blended coffee / American coffee / Iced coffee / Tea (Hot or Ice) / Oolong tea /
Jasmine tea / Orange juice / Grape fruit juice / Ginger ale / Coke

カフェラテ / ロイヤルミルクティー / カフェモカ /
シナモンラテ / キャラメルラテ /
キャラメルロイヤルミルクティー【すべてアイス or ホット】

Cafe latte / Royal milk tea / Cafe mocha / Caramel latte / Cinnamon latte /
Caramel Royal milk tea【Hot or Ice 】

DRINK MENU

DRAFT BEER ドラフトビール

サントリー ザ・モルツ Suntory The Malt’s ...... ¥��� (

COFFEE コーヒー

ブレンドコーヒー Blended coffee ................... ¥��� (

アメリカンコーヒー American coffee ............. ¥��� (

アイスコーヒー Iced coffee ............................ ¥��� (

カフェラテ（ホット・アイス）Cafe latte (Hot or Ice) ..... ¥��� (
カフェモカ（ホット・アイス）Cafe mocha (Hot or Ice) .. ¥��� (

キャラメルラテ（ホット・アイス）
Caramel latte (Hot or Ice) .......................................... ¥��� (

シナモンラテ（ホット・アイス）
Cinnamon latte (Hot or Ice) ........................................ ¥��� (

税込

���)

税込

���)

税込

���)

税込

���)

税込

���)

税込

���)

税込

���)

カルロ ロッシ（赤 / 白）
Glass
¥��� ( ���)
Carlo Rossi (Red or White) .............................. Bottle ¥�,��� ( �,���)
税込

税込

ロイヤルミルクティー（ホット・アイス）
Royal milk tea (Hot or Ice) .......................................... ¥��� (
キャラメルロイヤルミルクティー（ホット・アイス）
Caramel royal milk tea (Hot or Ice) .............................. ¥��� (
ウーロン茶 Oolong Tea ..................................... ¥��� (

ジャスミンティー Jasmine tea ........................

ロック / 水割り / ソーダ割り

WHISKY ウイスキー

On the rock, with water, or with soda.

山崎 Yamazaki .................................................. ¥��� (

税込

���)

メーカーズマーク Maker's Mark ..................... ¥��� (

税込

���)

税込

���)

税込

���)

税込

���)

税込

���)

税込

���)

税込

���)

税込

���)

白州 Hakushu .................................................... ¥��� (
マッカラン Macallan ....................................... ¥��� (
I.W. ハーパー I.W. Harper .............................. ¥��� (

税込

���)

税込

���)

税込

���)

税込

���)

¥��� ( 税込 ���)

ジャックダニエル Jack Daniel's .................... ¥��� (
ジムビーム Jim Beam ...................................... ¥��� (

カナディアンクラブ Canadian Club ............... ¥��� (
デュワーズ ホワイトラベル
Dewar's White Label .............................................. ¥��� (

SHOCHU 焼酎

ロック / 水割り / お湯割り

On the rock, with water, or with hot water.

からり芋 Karari Imo <Sweet potato shochu>
和ら麦 Wara Mugi <Barley shochu>

OTHERS その他

カナダドライ ジンジャーエール Ginger ale ¥��� (

コカ・コーラ Coke .......................................... ¥��� (
オレンジジュース Orange juice ......................

税込

���)

税込

���)

税込

���)

ココア（ホット・アイス） Cocoa (Hot or Ice) .................. ¥��� (

税込

���)

税込

���)

アップルタイザー Appletiser ......................... ¥��� (

ALL ¥��� ( 税込 ���)

SOUR【shochu cocktails】サワー

¥��� ( 税込 ���)

グレープフルーツジュース Grapefruit juice .. ¥��� (

���)

WINE ワイン

TEA 紅茶

紅茶（ホット・アイス） Tea (Hot or Ice) ........................ ¥��� (

税込

レモンサワー Lemon sour

グレープフルーツサワー Grapefruit sour

ライムサワー Lime sour

オレンジサワー Orange sour
ウーロンハイ Oolong hai

ジャスミンハイ Jasmine hai

ALL ¥��� ( 税込 ���)

COCKTAIL カクテル
カシスオレンジ Cassis orange

カンパリソーダ Canpari soda

カシスミルク Cassis milk

スプモーニ Supmoni

カシスウーロン Cassis oolongtea

カンパリオレンジ Canpari orange

カルーアソーダ Kahlua soda

ライチオレンジ Lychee orange

レゲエパンチ Reggae punch

マリブオレンジ Malibu orange

カルーアミルク Kahlua milk

ファジーネーブル Fuzzy navel

チャイナブルー China blue

マリブコーク Malib coke

アマレットジンジャー Amaretto ginger マリブミルク Malibu milk

ラムトニック Rum tonic ラムコーク Rum coke
ソルティードック
Salty dog

スクリュードライバー
Screwdriver

ジントニック Gin tonic

ジンライム Gin lime

ジンバック Gin buck

ALL ¥��� ( 税込 ���)

