
Pizza.

TOKYO Gourmet Hamburger.
＊全てポテトセット All French fries combo.

• マルゲリータ Margherita. 1000 (1100)

• クアトロフォルマッジォQua�ro formaggi. 1300 (1430)

• ビスマルク Bismarck. 1200 (1320)

• カプリチョーザ Capricciosa. 1200 (1320)

• チェダーチーズバーガー
Cheddar cheese Hamburger. 1400 (1540)

• アボカドチェダーチーズバーガー
Avocado Cheddar cheese Hamburger. 1500 (1650)

1400 (1540)
• モッツァレラチーズバーガー

Mozzarella cheese Hamburger.

1500 (1650)
• アボカドモッツァレラチーズバーガー

Avocado Mozzarella cheese Hamburger.

Hamburgers Topping.

100(110)
• ピクルス
Pickles. 200(220)

• チーズ増量<チェダーorモッツァレラ>
Double cheese. <Cheddar or Mozzarella> 400(440)

• パティ増量
Double pa�y.

ID : ○○○○○○○ ／ Pass : ○○○○○○○

FREE Wi-FiTRAVEL CAFE

1300 (1430)

クラシックバーガー
Classic Hamburger.

ダブルパティ
チェダーチーズバーガー

1800 (1980)

Double pa�y Cheddar cheese 
Hamburger.

クアトロフォルマッジォ
バーガー

1700 (1870)

Qua�ro cheese Hamburger.

カプリチョーザ
Capricciosa.



Pasta.

Meat dish.

1700 (1870)

ビーフシチュー
Beef Stew.

1600 (1760)

チキングリル ディアボラ風
Grilled Chicken. Diavola style.

牛モモ肉のステーキ 和風ステーキソース
200g  2100 (2310)

300g  2700 (2970)

Steak of beef round. 
Japanese style steak soy sauce.

Set side menu.

• パン Bread.

• バニラアイス Vanilla Icec ream.

• スープ Soup. 200 (220)

200 (220)

200 (220)

• サーモンとほうれん草のクリームパスタ
Salmon,Spinach and Cream sauce. 1100 (1210)

• ライス Rice.

• ライス大盛り Extra rice.

• ミニサラダ（グリーンorシーザー）
Mini salad.(Green salad or Caesar salad)

全てのお食事に追加出来ます Can be added to any meal.

200 (220)

300 (330)

300 (330)

• アマトリチャーナ Amatriciana. 1000 (1100)

• 海老とミックスナッツのジェノベーゼ
Shrimp,Nuts and Genovese sauce. 1100 (1210)

• 温泉卵のせカルボナーラ Carbonara. 1100 (1210)

• 和風 明太子クリーム Cod roe Cream sauce. Japanese style. 1000 (1100)

和風 明太子クリーム
Cod roe Cream sauce.

サーモンとほうれん草
のクリームパスタ
Salmon,Spinach
 and Cream sauce.

1600 (1760)

イベリコ豚のトマト煮込み
Tomato stew of Iberian pork.



Rice.

Salad.

Set drinks. <11:00-17:00>

Orange juice                          Grapefruit juice                                       Cola               Ginger ale                           Melon Soda

Blended co�ee                   American-type co�ee             Iced co�ee                        Tea ( Ice / Hot )                      Oolong tea
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/ホット) ／ 烏龍茶 ／

オレンジジュース ／ グレープフルーツジュース ／ コーラ ／ ジンジャエール ／ メロンソーダ

• キノコとアサリの和風リゾット
Riso�o of Mushroom and Clams. Japanese style. 900 (990)

• 黒トリュフとパルミジャーノチーズのリゾット
Riso�o of Black tru�e and Parmigiano. 1200 (1320)

• 欧風ビーフカレー Beef curry. European style. 1100 (1210)

• グリーンサラダ Green salad. 700 (770)

• ケイジャンチキンサラダ Cajun chicken salad. 1200 (1320)

• カプレーゼ Caprese. 700 (770)

• 温泉卵のせシーザーサラダ Caesar salad. 900 (990)

• コブサラダ Cobb salad. 1200 (1320)

Tapas.
• ミックスナッツ Mixed nuts. 400 (440)

• オニオンリング Onion ring. 600 (660)

500 (550)• フライドポテト French fries.

400 (440)• オリーブ Olive.

• オニオンリング＆フライドポテト
Onion ring and French fries. 700 (770)

• フィッシュ＆チップス Fish and chips. 900 (990)

700 (770)• スパイシーチキンSpicy fried chicken.

• ソーセージ盛り合わせ
Assorted sausages. 900 (990)

コブサラダ
Cobb salad.

+ 300 (330)

欧風ビーフカレー
Beef curry.



Dessert.
• 窯焼きスフレのマスカルポーネクリーム

Mascarpone cheese sou�e.

• 林檎のタルト Apple tart.

• 濃厚バスクチーズケーキ Basque cheesecake.

• ガトーショコラ Chocolate gateau.

• バニラアイス Vanilla Icecream.

800 (880)

700 (770)

800 (880)

700 (770)

400 (440)

窯焼きスフレの
マスカルポーネクリーム

Mascarpone cheese sou�e.

濃厚バスクチーズケーキ
Basque cheesecake.

Cafe drink menu.
Coffee.
ブレンドコーヒー 
Blended co�ee.

アメリカンコーヒー American-type co�e.

アイスコーヒー Iced co�ee.

エスプレッソ Espresso.

S 327 (360) / M 364 (400)

364 (400)

364 (400)

364 (400)

Latte.
 

509 (560)

 
618 (680)

 
618 (680)

 
618 (680)

 
618 (680)

 
618 (680)

カフェラテ（アイス/ホット）
Cafe la�e. (Hot/Ice)

キャラメルラテ（アイス/ホット）
Caramel la�e. (Hot/Ice)

シナモンラテ（アイス/ホット）
Cinnamon la�e. (Hot/Ice)

カフェモカ（アイス/ホット）
Cafe mocha. (Hot/Ice)

抹茶ラテ（アイス/ホット）
Green tea la�e. (Hot/Ice)

ショコラ（アイス/ホット）
Chocolate. (Hot/Ice)

Tea.
391(430)

 
500 (550)

紅茶（アイス/ホット） Tea.(Hot/Ice)

ロイヤルミルクティ（アイス/ホット）
Royal milk tea. (Hot/Ice)

Others.
445 (500)

445 (500)

445 (500)

445 (500)
 

445 (500)

445 (500)

573 (630)

+100 (110)

コーラ Coke.

ジンジャエール Ginger ale.

メロンソーダ Melon Soda.

オレンジジュース Orange juice.

グレープフルーツジュース
Grape fruit juice.

烏龍茶（アイス/ホット）Oolong tea.(Hot/Ice)

ペリエ Perrier.

フロートアイス Ice cream �oat.



Sparkling wine.
　

4500 (4950)
グラン・レアレ・ブリュット
Grand Reale Brut.

Drink menu.
Beer.

727 (800)

818 (900)

818 (900)

818 (900)

818 (900)

アサヒ スーパードライ Asahi Super dry.

バドワイザー Budweiser.

ギネス Guinness.

ハイネケン Heineken.

コロナ Corona.

591 (650)ノンアルコールビール Alcohol-free beer.

Alcohol-free beer.

　
636 (700)

グラスワイン（ 赤 / 白 ） 
A glass of wine. ( Red / White )

House wine.

 
3500 (3850)

　
4500 (4950)

　
　

6500 (7150)

タクン・レセルヴァ・カベルネ・ソーヴィニヨン
Takun Reserva Cabernet Sauvignon.

ミッシェル・リンチ・ルージュ
Michel Lynch Rouge.

クラギー・レンジ・ピノノワール・
テ・ムナ・ロード・ヴィンヤード
Craggy Range Pinot Noir Te Muna Road Vineyard.

Red wine.

 
3500 (3850)

　
4500 (4950)

　
　

6500 (7150)

タクン・レセルヴァ・シャルドネ
Takun Reserva Chardonnay.

ミッシェル・リンチ・ブラン
Michel Lynch Blanc.

クラギー・レンジ・ソーヴィニヨン・
ブラン・テ・ムナ・ロード
Craggy Range Sauvignon Blanc Te Muna Road.

White wine.

ソーダ / トニック / コーラ /ジンジャエール
/ 烏龍茶 /オレンジ / グレープフルーツ

Soda / Tonic water / Cola / Ginger ale /
Oolong tea / Orange juice / Grapefruits juice

ジン / ラム / ウォッカ / テキーラ
/カンパリ / カシス / マリブ

Gin / Rum / Vodka / Tequila / 
Campari / Cassis / Malibu

Cocktail.
お好みの組合せができます
Your favorite combination is possible. 700 (770)

ロック/水割り/お湯割り/ソーダ割り
on the rock / with water / hot water / soda

Fruit wine.
700 (770)梅酒 Umesyu. <plum wine>

ロック/水割り/お湯割り/ソーダ割り
on the rock / with water / hot water / soda

Shochu
600 (660)

600 (660)

一番札 ＜麦＞ Ichibanfuda. <wheat>

さつま司 ＜芋＞ Satsumatsukasa. <potato>

.

600 (660)

700 (770)

ウーロンハイ Oolong hai.

生搾りレモンサワー Fresh lemon sour.

Whisky.
700 (770)

1000 (1100)

700 (770)

700 (770)

角 Kaku.

山崎 Yamazaki.

ジャックダニエル Jack Daniel's.

I.Wハーパー I.W. Harper.

ロック/水割り/お湯割り/ソーダ割り
on the rock / with water / hot water / soda
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