
80yen

ブレンドコーヒー

ホットチョコ

420yen

480yen

フレーバーラテ

490yen

　カルアミルク

500yen

生ビール＆プレッツェル

プレッツェル　１個 330yen
●ドリンクと一緒の場合｡ ｡ ｡

280yen

        ＋５０yenでお好みの
　　　ディップを付けられます♪

　　■キャラメル　　■バター
　　　　　■アーモンド　　■チョコレート

　■ブルーベリージャム　

　　

プレッツェルによく合う
オススメのドリンクを
選んでみました♪

プレッツェル

１個

プレッツェルとは､ 塩味がアクセントのドイツパン｡
ビールやワイン､ サンドイッチに最適です♪



 チーズ焼きリゾット サラダサラダサラダサラダ付付付付
プラスプラスプラスプラス１２０１２０１２０１２０円円円円

 リゾット サラダサラダサラダサラダ付付付付
プラスプラスプラスプラス１２０１２０１２０１２０円円円円

 お肉料理 （（（（パスタパスタパスタパスタ添添添添ええええ））））
サラダサラダサラダサラダ付付付付

プラスプラスプラスプラス１２０１２０１２０１２０円円円円

■■■■ 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
■■■■ あさりと あさりと あさりと あさりとトマトトマトトマトトマト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 あさりとトマトトマトトマトトマト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
■■■■ なすと なすと なすと なすとトマトトマトトマトトマト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 なすとトマトトマトトマトトマト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
■■■■ 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
■■■■ サーモントマトクリームリゾット サーモントマトクリームリゾット サーモントマトクリームリゾット サーモントマトクリームリゾット
■■■■ エビ エビ エビ エビ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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ALLALLALLALL￥￥￥￥800800800800

■■■■ トマトカリー トマトカリー トマトカリー トマトカリー
■■■■ チキンカリー チキンカリー チキンカリー チキンカリー
■■■■ ほうれん ほうれん ほうれん ほうれん草草草草カリーカリーカリーカリー
■■■■ Discovery Discovery Discovery Discovery特製特製特製特製ビーフカリービーフカリービーフカリービーフカリー
■■■■ フォンドボービーフカリー フォンドボービーフカリー フォンドボービーフカリー フォンドボービーフカリー
■■■■ インド インド インド インド風風風風キーマカリーキーマカリーキーマカリーキーマカリー
■■■■ ハヤシライス ハヤシライス ハヤシライス ハヤシライス

特製ビーフカリートマトカリー

■■■■ 若鶏 若鶏 若鶏 若鶏ののの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
■■■■ 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
■■■■ 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
■■■■ 牛 牛 牛 牛タンシチュータンシチュータンシチュータンシチュー

￥￥￥￥950950950950
￥￥￥￥970970970970
￥￥￥￥1111,,,,050050050050
￥￥￥￥1111,,,,300300300300

各各各各￥￥￥￥880880880880辛辛辛辛

甘甘甘甘

■■■■ あさりと あさりと あさりと あさりとトマトトマトトマトトマト
■■■■ なすと なすと なすと なすとトマトトマトトマトトマト
■■■■ サーモントマトクリーム サーモントマトクリーム サーモントマトクリーム サーモントマトクリーム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各各各各￥￥￥￥900900900900

若鶏のスパイシートマト ビーフシチュー

■■■■ 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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各各各各￥￥￥￥1111,,,,000000000000

 ハンバーグプレート ((((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))))

デミグラスソースの
ハンバーグ

あさりとトマト

あさりのリゾット

なすとトマトのリゾット

 カリー （（（（サラダサラダサラダサラダ付付付付））））

 Discovery特製｢リ ゾ｣ サラダサラダサラダサラダ付付付付
プラスプラスプラスプラス１２０１２０１２０１２０円円円円

■■■■ あさりと あさりと あさりと あさりとトマトトマトトマトトマト
■■■■ サーモントマトクリーム サーモントマトクリーム サーモントマトクリーム サーモントマトクリーム
■■■■ ベーコンチーズクリーム ベーコンチーズクリーム ベーコンチーズクリーム ベーコンチーズクリーム
■■■■ 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トマトクリームトマトクリームトマトクリーム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各各各各

￥￥￥￥800800800800
￥￥￥￥800800800800
￥￥￥￥800800800800
￥￥￥￥800800800800

炒炒炒炒めたごめたごめたごめたご飯飯飯飯にににに
特製特製特製特製ソースソースソースソースをのせたをのせたをのせたをのせた
オリジナルメニューオリジナルメニューオリジナルメニューオリジナルメニューですですですです。。。。

ベーコンチーズクリーム

 グラタン サラダサラダサラダサラダ付付付付
プラスプラスプラスプラス１２０１２０１２０１２０円円円円

■■■■ 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
■■■■ 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 各各各各￥￥￥￥810810810810

ペンネの
チキンクリームグラタン

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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリームソースグラタンクリームソースグラタンクリームソースグラタンクリームソースグラタン
■ ■ ■ ■ ラザニアラザニアラザニアラザニア 各各各各￥￥￥￥830830830830

 ドリア サラダサラダサラダサラダ付付付付
プラスプラスプラスプラス１２０１２０１２０１２０円円円円

■■■■ 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

■■■■ ミートドリア ミートドリア ミートドリア ミートドリア
■■■■ カレードリア カレードリア カレードリア カレードリア

￥￥￥￥880880880880
￥￥￥￥890890890890
￥￥￥￥900900900900

サーモンとほうれん草の
クリームドリア

＊＊＊＊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ききき価格価格価格価格ですですですです。。。。



　 サラダ

■■■■ 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
■■■■ 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
■■■■ 梅 梅 梅 梅サラダサラダサラダサラダ
■■■■ 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
■■■■ ゴマサラダ ゴマサラダ ゴマサラダ ゴマサラダ
■■■■ 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
■■■■ 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

￥￥￥￥820820820820
￥￥￥￥500500500500
￥￥￥￥820820820820
￥￥￥￥500500500500
￥￥￥￥680680680680
￥￥￥￥690690690690
￥￥￥￥700700700700
￥￥￥￥720720720720
￥￥￥￥790790790790
￥￥￥￥800800800800
￥￥￥￥850850850850

　 ピ　ザ

■■■■ 明太子 明太子 明太子 明太子ピザピザピザピザ
■■■■ 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
■■■■ ミックスピザ ミックスピザ ミックスピザ ミックスピザ
■■■■ 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
■■■■ 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

明太子ピザ

シーザーサラダ 生ハムと細切りチーズ

コーンとツナのサラダ サーモンのカルパッチョ

ぷりぷりエビマヨサラダタコのマリネサラダゴマサラダ

★★★★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））））をををを
　 　 　 　 トッピングトッピングトッピングトッピングできますできますできますできます。。。。

　 スープ

■■■■ 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オニオンオニオンオニオンオニオンののののトマトスープトマトスープトマトスープトマトスープ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各各各各￥￥￥￥520520520520

ひき肉とオニオンの
トマトスープ クラムチャウダー

＊＊＊＊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ききき価格価格価格価格ですですですです。。。。

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アボカドアボカドアボカドをををを
　　　　トッピングトッピングトッピングトッピングできますできますできますできます。。。。

ナポリ風ピザ

各各各各￥￥￥￥820820820820■■■■ 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
■■■■ ペスカトーレ ペスカトーレ ペスカトーレ ペスカトーレ
■■■■ 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））））
■■■■ 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
■■■■ エビ エビ エビ エビ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
■■■■ 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パスタクリームパスタクリームパスタクリームパスタ
■■■■ 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
■■■■ 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
■■■■ カルボナーラ カルボナーラ カルボナーラ カルボナーラ

和風ゆずパスタ

■■■■ ベーコン ベーコン ベーコン ベーコン＆＆＆＆きのこのきのこのきのこのきのこの和風和風和風和風パスタパスタパスタパスタ
■■■■ 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
■■■■ 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
■■■■ 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

各各各各￥￥￥￥810810810810

サラダサラダサラダサラダ付付付付きききき

￥￥￥￥930930930930

ベーコン＆きのこの和風

　 パスタ 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アボカドアボカドアボカドをををを
　　　　トッピングトッピングトッピングトッピングできますできますできますできます。。。。

各各各各￥￥￥￥810810810810

サラダサラダサラダサラダ付付付付きききき

￥￥￥￥930930930930

ペスカトーレ 彩り野菜の
トマトソースパスタ

サーモンとほうれん草の
クリームパスタ

ボンゴレビアンコ



クリームチーズ＆トマト フライドチーズボール 三角チーズフライ

■ ■ ■ ■ 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
■ ■ ■ ■ 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
■■■■ 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 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

￥￥￥￥520520520520
￥￥￥￥520520520520
￥￥￥￥570570570570
￥￥￥￥580580580580
￥￥￥￥600600600600
￥￥￥￥620620620620

チーズチーズチーズチーズ

　５時半からのおつまみメニュー

■■■■ えび えび えび えびチップスチップスチップスチップス
■■■■ 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
■■■■ 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
■■■■ チーズフライ チーズフライ チーズフライ チーズフライ＆＆＆＆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

￥￥￥￥500500500500
￥￥￥￥520520520520
￥￥￥￥550550550550
￥￥￥￥500500500500
￥￥￥￥560560560560

■■■■ 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

￥￥￥￥470470470470
￥￥￥￥500500500500
￥￥￥￥500500500500

スナックスナックスナックスナック

ごぼうチップス れんこんチップス

えびチップス チーズフライ＆

　　オニオンリング

チーズはるまき

■■■■ 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
■ ■ ■ ■ 黒豚黒豚黒豚黒豚はるまきはるまきはるまきはるまき

￥￥￥￥490490490490
￥￥￥￥500500500500
￥￥￥￥560560560560

はるまきはるまきはるまきはるまき

鶏肉と梅しその串揚げ ガーリックポテト 辛口チキンの唐揚げ

■■■■ 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
■■■■ 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
■■■■ 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
■■■■ 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
■■■■ 鶏肉 鶏肉 鶏肉 鶏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
■■■■ 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

￥￥￥￥520520520520
￥￥￥￥520520520520
￥￥￥￥530530530530
￥￥￥￥540540540540
￥￥￥￥560560560560
￥￥￥￥500500500500
￥￥￥￥520520520520
￥￥￥￥550550550550

揚揚揚揚げものげものげものげもの■■■■ 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

￥￥￥￥440440440440
￥￥￥￥500500500500
￥￥￥￥600600600600
￥￥￥￥630630630630
￥￥￥￥780780780780

バラエティソーセージ

　サイドメニュー

　飲　茶　ヤムチャ

　　　　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

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　　　￥　　　￥　　　￥　　　￥450450450450
２２２２せいろせいろせいろせいろ　　　￥　　　￥　　　￥　　　￥800800800800
３３３３せいろ  　せいろ  　せいろ  　せいろ  　￥￥￥￥1111,,,,000000000000

　　　　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

スモークサーモン

黒豚はるまき

＊＊＊＊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ききき価格価格価格価格ですですですです。。。。



　スイーツ

■■■■ タピオカココナッツアイスミルク タピオカココナッツアイスミルク タピオカココナッツアイスミルク タピオカココナッツアイスミルク
■■■■ 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

￥￥￥￥630630630630
￥￥￥￥630630630630
￥￥￥￥450450450450
￥￥￥￥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

■■■■ いちご いちご いちご いちごアイスアイスアイスアイス
■■■■ 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
■■■■ 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
■■■■ バニラ バニラ バニラ バニラdedededeベリーベリーベリーベリー
■■■■ バニラ バニラ バニラ バニラdedededeチョコチョコチョコチョコ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■ ■ ■ ■ 黒黒黒黒ゴマアイスゴマアイスゴマアイスゴマアイス
■ ■ ■ ■ 抹茶抹茶抹茶抹茶アイスアイスアイスアイス

￥￥￥￥420420420420

各各各各￥￥￥￥480480480480

各各各各￥￥￥￥480480480480

マロンケーキ

■■■■ 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
■■■■ 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
■■■■ 抹茶 抹茶 抹茶 抹茶パフェパフェパフェパフェ
■■■■ 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
■■■■ 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
■■■■ 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アイスケーキアイスケーキアイスケーキ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

￥￥￥￥660660660660
￥￥￥￥530530530530
￥￥￥￥630630630630
￥￥￥￥520520520520
￥￥￥￥630630630630
￥￥￥￥520520520520
￥￥￥￥520520520520
￥￥￥￥520520520520
￥￥￥￥550550550550

￥￥￥￥540540540540

￥￥￥￥550550550550

￥￥￥￥560560560560

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 バニラdeチョコ

■■■■ マロンケーキ マロンケーキ マロンケーキ マロンケーキ
■■■■ 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
■■■■ 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

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

■■■■ 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

各各各各￥￥￥￥320320320320
ドリンクセット ドリンクセット ドリンクセット ドリンクセット 各各各各￥￥￥￥650650650650

￥￥￥￥430430430430
ドリンクセット ドリンクセット ドリンクセット ドリンクセット ￥￥￥￥760760760760

【 【 【 【 コーヒーコーヒーコーヒーコーヒーorororor紅茶紅茶紅茶紅茶ororororミルク ミルク ミルク ミルク 】】】】

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

バナナチョコパフェ キャラメルパフェ

ミニ★チョコパフェ チョコストロベリー
　　　　　　パフェ

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

ベリー杏仁黒ゴマとタピオカの
　　　　　スイーツ

タピオカココナッツ
　　　アイスミルク

＊＊＊＊゜・゜・゜・゜・。：＊。。：＊。。：＊。。：＊。・゜・゜・゜・゜：＊：＊：＊：＊゜・゜・゜・゜・。：＊。。：＊。。：＊。。：＊。・゜・゜・゜・゜：＊：＊：＊：＊
＊＊＊＊゜・゜・゜・゜・。：＊。。：＊。。：＊。。：＊。・゜・゜・゜・゜：＊：＊：＊：＊゜・゜・゜・゜・。：＊。。：＊。。：＊。。：＊。・゜・゜・゜・゜：＊：＊：＊：＊

＊＊＊＊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。。。。



　ホットドリンク　　Hot DrinkHot DrinkHot DrinkHot Drink

■■■■ ホットミルク ホットミルク ホットミルク ホットミルク
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ーーーーーーーー

■■■■ 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 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
■■■■ ホットココア ホットココア ホットココア ホットココア

\430\430\430\430

各各各各\\\\480480480480

■■■■ 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 各各各各\\\\480480480480

紅紅紅紅　　　　茶茶茶茶

ミ ル クミ ル クミ ル クミ ル ク

　コールドドリンク  Cold DrinkCold DrinkCold DrinkCold Drink

■■■■ 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
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー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
■■■■ 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

\430\430\430\430
\470\470\470\470
\480\480\480\480

各各各各\\\\490490490490

コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー

■■■■ アイスティー アイスティー アイスティー アイスティー
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

■■■■ 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
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー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

■■■■ 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
■■■■ アイスチョコミルクティー アイスチョコミルクティー アイスチョコミルクティー アイスチョコミルクティー

\430\430\430\430

各各各各\\\\470470470470

各各各各\\\\480480480480

各各各各\\\\500500500500

紅紅紅紅　　　　茶茶茶茶

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

■■■■ キウイ キウイ キウイ キウイ
■■■■ ピーチ ピーチ ピーチ ピーチ
■■■■ カシス カシス カシス カシス
■■■■ 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
■■■■ 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
■■■■ 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

各各各各\\\\460460460460
＊フロート　\510

　＊ホイップ　\500

■■■■ 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
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■■■■    ストロベリーストロベリーストロベリーストロベリーミルクフロートミルクフロートミルクフロートミルクフロート
■■■■ 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 チョコ チョコ チョコミルクフロートミルクフロートミルクフロートミルクフロート
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
■■■■ 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
■■■■    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
■■■■ 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
　　　　　　　　　　　　　　　　（カフェフロート＋ホイップ）

■■■■ 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
　　　　　　　　　　　　　　　　（カフェオレ＋バニラアイス）

各各各各\\\\470470470470

\490\490\490\490

各各各各\\\\520520520520

各各各各\\\\530530530530

フロートフロートフロートフロート

各各各各\\\\420420420420

\430\430\430\430
\450\450\450\450

■■■■ カルピス カルピス カルピス カルピス
■■■■ 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
■■■■ ダイエットコーラ ダイエットコーラ ダイエットコーラ ダイエットコーラ
■■■■ ジンジャーエール ジンジャーエール ジンジャーエール ジンジャーエール
■■■■ 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
■■■■ 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
■■■■    グレグレグレグレーーーープフルプフルプフルプフルーーーーツジュツジュツジュツジューーーースススス
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

■■■■ 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

ソフトドリンクソフトドリンクソフトドリンクソフトドリンク

コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー

■ ■ ■ ■ 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
■ ■ ■ ■ ホットカフェオレホットカフェオレホットカフェオレホットカフェオレ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■ ■ ■ ■ カプチーノカプチーノカプチーノカプチーノ
■ ■ ■ ■ 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
■ ■ ■ ■ ホットカフェウインナーホットカフェウインナーホットカフェウインナーホットカフェウインナー
■ ■ ■ ■ ホットキャラメルラテホットキャラメルラテホットキャラメルラテホットキャラメルラテ
■ ■ ■ ■ ホットアーモンドラテホットアーモンドラテホットアーモンドラテホットアーモンドラテ
■ ■ ■ ■ ホットココナッツラテホットココナッツラテホットココナッツラテホットココナッツラテ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー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

\400\400\400\400
\470\470\470\470

各各各各\\\\480480480480

\490\490\490\490

\430\430\430\430

各各各各\\\\470470470470

各各各各\\\\480480480480

■■■■ 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

■■■■ 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
■■■■ 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
■■■■ 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
■■■■ カシスミルク カシスミルク カシスミルク カシスミルク
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

■■■■ 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

ミルクミルクミルクミルク

＊＊＊＊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ききき価格価格価格価格ですですですです。。。。



　 COCK TAIL　　ALL\500
※※※※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。。。。

 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

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

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）

 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）

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

ストロベリージンジャーストロベリージンジャーストロベリージンジャーストロベリージンジャー

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　ALL\490

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 キウイグレ キウイグレ キウイグレーーーープフルプフルプフルプフルーーーーツツツツ

■■■■ 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♪

    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）

    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）

    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＋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）

　　　　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）

　　　　ラムコークラムコークラムコークラムコーク
　　（ラム＋コーラ）

　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）

　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）

　　　　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）

　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）

　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）

　　　　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）

　

　　　　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）

　　　　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）

　　　　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）

　

 ジンベース ジンベース ジンベース ジンベース

 ラムベース ラムベース ラムベース ラムベース

 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

 テキーラベース テキーラベース テキーラベース テキーラベース

 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

 ミルク ミルク ミルク ミルク系系系系

カルアミルクカルアミルクカルアミルクカルアミルク

いちごいちごいちごいちごミルクミルクミルクミルク

 日本酒 日本酒 日本酒 日本酒ベースベースベースベース

 ワインベース ワインベース ワインベース ワインベース

 ビールベース ビールベース ビールベース ビールベース

＊＊＊＊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ききき価格価格価格価格ですですですです。。。。



※※※※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。。。。

　WHISKEY

■■■■ ハイボール ハイボール ハイボール ハイボール
■■■■ 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

\500\500\500\500
\600\600\600\600
\600\600\600\600

　　　　シングルシングルシングルシングル　　　　\500\500\500\500
シングルシングルシングルシングル　　　　\500\500\500\500

　　　　ダブルダブルダブルダブル　　　　\700\700\700\700
ダブルダブルダブルダブル　　　　\700\700\700\700

ジョニーウォーカー
ブラックラベル
（スコッチ）
★スムースな味わい

ハーパー
（バーボン）

★スッキリとした
味わい

フォアローゼス
（バーボン）
★心とろける香り

ふじ　さん　ろく

富士山麓
★奥深い味わい

　日本酒
　　　　せきのい

■■■■ 関乃井 関乃井 関乃井 関乃井（グラス）
　　　かんだちめ

■■■■ 寒立馬 寒立馬 寒立馬 寒立馬（グラス）

\500\500\500\500

\700\700\700\700

　酎ハイ&サワー
■■■■ 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 う う う　　　　めめめめ
■■■■ 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
■■■■ ラ イ ム ラ イ ム ラ イ ム ラ イ ム
■■■■ レ モ ン レ モ ン レ モ ン レ モ ン

ALL\500ALL\500ALL\500ALL\500

ALL\600ALL\600ALL\600ALL\600

　BEER
\500\500\500\500

\500\500\500\500

\600\600\600\600

\600\600\600\600

\600\600\600\600

\450\450\450\450

    ■■■■    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

    ■■■■ バドワイザー バドワイザー バドワイザー バドワイザー

    ■■■■ ハイネケン ハイネケン ハイネケン ハイネケン

    ■■■■ キリン キリン キリン キリン零零零零ICHIICHIICHIICHI
　　 （　　 （　　 （　　 （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））））

    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

DODIVA cocktail
■ ■ ■ ■ ゴディバミルクゴディバミルクゴディバミルクゴディバミルク
■ ■ ■ ■ ゴディバカフェモカゴディバカフェモカゴディバカフェモカゴディバカフェモカ　　　　    All 650yen

■ DODIVA on the Rocks    650yen
    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

■ DODIVA sweets cocktail 690yen
    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
　　　　　　　　バニラアイスバニラアイスバニラアイスバニラアイスをのせたをのせたをのせたをのせたSweetSweetSweetSweetななななカクテルカクテルカクテルカクテル

　SMIRNOFF(ウォッカ)

\500\500\500\500

\500\500\500\500

　芋焼酎
　　　  　　　  　　　  　　　  くろきりしま

■■■■ 黒霧島 黒霧島 黒霧島 黒霧島
　　 　　 　　 　　 いっこもん

■■■■ 一刻者 一刻者 一刻者 一刻者

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

ALL\600ALL\600ALL\600ALL\600

■■■■ 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
■■■■ 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 マンダリン マンダリン マンダリン
■■■■ 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
■■■■    ピーチピーチピーチピーチ

　果実酒(ロック)

ALL\500ALL\500ALL\500ALL\500

スパークリングワインスパークリングワインスパークリングワインスパークリングワインにににに
スイートスイートスイートスイートななななシロップシロップシロップシロップをををを入入入入れたれたれたれた

DiscoveryDiscoveryDiscoveryDiscoveryオリジナルオリジナルオリジナルオリジナルののののキールキールキールキールですですですです！！！！
飲飲飲飲みやすくてみやすくてみやすくてみやすくて種類種類種類種類もももも豊富豊富豊富豊富♪♪♪♪
飲飲飲飲みみみみ比比比比べてみてべてみてべてみてべてみて下下下下さいねさいねさいねさいね☆☆☆☆

■■■■ 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
■■■■ 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 マンダリン マンダリン マンダリン
■■■■ 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
■■■■    ピーチピーチピーチピーチ

　ハウスワイン

■■■■ 赤 赤 赤 赤（グラス）
■■■■ 白 白 白 白（グラス） 各各各各\\\\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

■■■■ 梅酒 梅酒 梅酒 梅酒
■■■■ 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

＊＊＊＊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ききき価格価格価格価格ですですですです。。。。
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