
■■■■ 牛 牛 牛 牛ほほほほほほほほ肉肉肉肉のののの赤赤赤赤ワインシチューワインシチューワインシチューワインシチュー
　　（　　（　　（　　（厳選厳選厳選厳選したしたしたした牛牛牛牛ほほほほほほほほ肉肉肉肉をををを長時間煮込長時間煮込長時間煮込長時間煮込みみみみ、　、　、　、　やわらかくやわらかくやわらかくやわらかく仕上仕上仕上仕上げましたげましたげましたげました。）。）。）。）

■■■■ 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
　　（　　（　　（　　（フルーティーフルーティーフルーティーフルーティーなななな赤赤赤赤ワインワインワインワインをををを使使使使ったったったったデミソースデミソースデミソースデミ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。）。）。）。）

■■■■ キャベツ キャベツ キャベツ キャベツとひきとひきとひきとひき肉肉肉肉ののののミルフィーユミルフィーユミルフィーユミルフィーユ仕立仕立仕立仕立てててて
　　（　　（　　（　　（やまとやまとやまとやまと豚豚豚豚のひきのひきのひきのひき肉肉肉肉とととと甘甘甘甘みみみみ豊豊豊豊かなかなかなかなキャベツキャベツキャベツキャベツをじっくりをじっくりをじっくりをじっくり煮込煮込煮込煮込みましたみましたみましたみました。）。）。）。）

■■■■ 特選 特選 特選 特選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
　　（　　（　　（　　（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
　　（　　（　　（　　（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。）。）。）。）

\1,500　込\1,620

\1,300　込\1,400

\1,360　込\1,460

　

\990　込\1,060

\980　込\1,050

 お お お お肉料理肉料理肉料理肉料理
　　　　●●●●プラスプラスプラスプラス370370370370円円円円ででででサラダサラダサラダサラダ・・・・パンパンパンパンororororライスセットライスセットライスセットライスセットにににに❤❤❤❤

　　　　●●●●プラスプラスプラスプラス190190190190円円円円ででででグリーンサラダグリーンサラダグリーンサラダグリーンサラダ付付付付きにできますきにできますきにできますきにできます。。。。

■■■■ 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
　　（　　（　　（　　（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
　　（　　（　　（　　（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ふんだんにをふんだんにをふんだんにをふんだんに使使使使いいいい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わいわいわい。）。）。）。）

■■■■ 若 若 若 若どりのどりのどりのどりの和風和風和風和風ソースソースソースソース
　　（　　（　　（　　（生姜生姜生姜生姜のののの香香香香りがりがりがりが程程程程よいよいよいよい醤油味醤油味醤油味醤油味ののののソースソースソースソースですですですです。。。。

\810　込\870

\810　込\870

\700　込\750

ビーフシチュー
パン・サラダセット

豚肉のトマトソース

若どりのスパイシートマト

若どりの和風ソース

    ■■■■    チーズチーズチーズチーズととと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ハンバーグハンバーグハンバーグハンバーグ

    ■■■■ デミチーズハンバーグ デミチーズハンバーグ デミチーズハンバーグ デミチーズハンバーグ

    ■■■■ 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プレートハンバーグプレートハンバーグプレートハンバーグプレート
　　　　　　（　　　　　　（　　　　　　（　　　　　　（サラダサラダサラダサラダ・・・・ライスライスライスライス付付付付きききき））））

\950 込\1,020

\900　込\970

\820　込\880

\1,120 込\1,200 チーズとトマトソースの
ハンバーグ

ハンバーグハンバーグハンバーグハンバーグ

グラタングラタングラタングラタン

    ■■■■    ペンネペンネペンネペンネののののミートグラタンミートグラタンミートグラタンミートグラタン

    ■■■■ 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グラタングラタングラタングラタン

    ■■■■ 小 小 小 小エビエビエビエビののののグラタングラタングラタングラタン

    ■■■■ ミートドリア ミートドリア ミートドリア ミートドリア

\810　込\870

\860　込\920

\860　込\920

\810　込\870

なすとトマトのグラタン

ミートドリア

　　　　●●●●プラスプラスプラスプラス370370370370円円円円ででででサラダサラダサラダサラダ・・・・パンパンパンパンororororライスセットライスセットライスセットライスセットにににに❤❤❤❤

　　　　●●●●プラスプラスプラスプラス190190190190円円円円ででででグリーンサラダグリーンサラダグリーンサラダグリーンサラダ付付付付きにできますきにできますきにできますきにできます。。。。

　　　　●●●●プラスプラスプラスプラス190190190190円円円円でででで
　　　　　　　　　　　　グリーンサラダグリーンサラダグリーンサラダグリーンサラダ付付付付きにできますきにできますきにできますきにできます。。。。

●●●●プラスプラスプラスプラス100100100100円円円円ででででミニサラダミニサラダミニサラダミニサラダ付付付付きにできますきにできますきにできますきにできます。。。。

\1,430\1,430\1,430\1,430

和風ソースの
ハンバーグプレート



パスタパスタパスタパスタ

　　　　■■■■ きのこの きのこの きのこの きのこの和風和風和風和風ソースソースソースソース

　　　　■■■■ 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クリームソースクリームソースクリームソース

　　　　■■■■ Ｋｅｔｔｙ Ｋｅｔｔｙ Ｋｅｔｔｙ Ｋｅｔｔｙののののナポリタンナポリタンナポリタンナポリタン

　　　　■■■■ あさりの あさりの あさりの あさり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

　　　　■■■■ 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

　　　　■■■■ 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））））

　　　　■■■■ 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））））

　　　　■■■■ 和風明太子 和風明太子 和風明太子 和風明太子

\770　込\830

\770　込\830

\800　込\860

\800　込\860

\800　込\860

\800　込\860

\800　込\860

\800　込\860

きのこの和風ソース

サーモンのトマトクリーム

なすとトマトソース

ペスカトーレ

ボンゴレビアンコ

　　　　■■■■    きのこのきのこのきのこのきのこのチーズ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

　　　　■■■■    エビクリームソースエビクリームソースエビクリームソースエビクリームソース

　　　　■■■■    ベーコンベーコンベーコンベーコンとなすのとなすのとなすのとなす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

　　　　■■■■ 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

　　　　■■■■ ベーコン ベーコン ベーコン ベーコンととととチーズ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

　　　　■■■■ 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トマトクリームトマトクリームトマトクリーム

　　　　■■■■ 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ソーストマトソーストマトソーストマトソース

　　　　■■■■ うにの うにの うにの うに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

\810　 込\870

\810　込\870

\820　込\880

\820　込\880

\820　込\880

\820　込\880

\840　込\900

\1,200　込\1,290

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

　　　　■■■■ 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

　　　　■■■■ きのこの きのこの きのこの きのこのチーズクリームリゾットチーズクリームリゾットチーズクリームリゾットチーズクリームリゾット

　　　　■■■■ 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

　　　　■■■■ 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

　　　　■■■■ カニ カニ カニ カニととと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

　　　　■■■■ 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

\780　 込\840

\790　込\850

\790　込\850

\800　込\860

\810　込\870

\810　込\870

\810　込\870

カニとトマトのリゾット

あさりのリゾット

サーモンのトマトクリーム
リゾット　チーズ焼き

　　　　●●●●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。。。。

　　　　●●●●プラスプラスプラスプラス190190190190円円円円ででででグリーンサラダグリーンサラダグリーンサラダグリーンサラダ付付付付きにできますきにできますきにできますきにできます。。。。

●●●●プラスプラスプラスプラス100100100100円円円円ででででミニサラダミニサラダミニサラダミニサラダ付付付付きにできますきにできますきにできますきにできます。。。。

●●●●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できますにできますにできますにできます。。。。

●●●●プラスプラスプラスプラス190190190190円円円円ででででグリーンサラダグリーンサラダグリーンサラダグリーンサラダ付付付付きにできますきにできますきにできますきにできます。。。。

ズワイガニのトマトソース

\990\990\990\990



カレーカレーカレーカレー
　　　　●●●●プラスプラスプラスプラス50505050円円円円でごでごでごでご飯飯飯飯ををををナンナンナンナンにににに変更変更変更変更できますできますできますできます。。。。

　　　　●●●●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カレーカレーカレーカレーにできますにできますにできますにできます。。。。

　　　　●●●●プラスプラスプラスプラス190190190190円円円円ででででグリーンサラダグリーンサラダグリーンサラダグリーンサラダ付付付付きにできますきにできますきにできますきにできます。。。。

チキンカレー

トマトカレー

インド風キーマカレー
ナン・サラダセット

なすのキーマカレートマトカレー
チーズ焼き

 Ketty Ketty Ketty Ketty特製特製特製特製｢｢｢｢リゾリゾリゾリゾ｣｣｣｣

　　　　■■■■    あさりのあさりのあさりのあさり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

　　　　■■■■    サーモントマトソースサーモントマトソースサーモントマトソースサーモントマトソース

　　　　■■■■ 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

　　　　■■■■ カニ カニ カニ カニ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

\790　 込\850

\800　込\860

\810　込\870

\810　込\870

ベーコンチーズクリーム

クラムチャウダー

スープスープスープスープ

　　　　■■■■ 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

　　　　■■■■ 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

 \510　込\550

\540　込\580

ひき肉とオニオンの
トマトスープ

パン・サラダセット

　　　　●●●●プラスプラスプラスプラス370370370370円円円円ででででパンパンパンパン・・・・サラダセットサラダセットサラダセットサラダセットにできますにできますにできますにできます。。。。

    ■■■■ 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

    ■■■■ ほうれん ほうれん ほうれん ほうれん草草草草ののののカレーカレーカレーカレー

    ■■■■ Ｋｅｔｔｙ Ｋｅｔｔｙ Ｋｅｔｔｙ Ｋｅｔｔｙ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

    ■■■■ ゴロッ ゴロッ ゴロッ ゴロッととととビーフビーフビーフビーフののののカレーカレーカレーカレー

    ■■■■ ジャワ ジャワ ジャワ ジャワ風風風風ビーフカレービーフカレービーフカレービーフカレー

辛辛辛辛

　　　　

    

　　　　

甘甘甘甘

辛辛辛辛

甘甘甘甘

各各各各\740　込\790

各各各各\790　込\850

　　　　●●●●プラスプラスプラスプラス190190190190円円円円でででで
　　　　　　　　　　　　グリーンサラダグリーンサラダグリーンサラダグリーンサラダ付付付付きにできますきにできますきにできますきにできます。。。。

●●●●プラスプラスプラスプラス100100100100円円円円ででででミニサラダミニサラダミニサラダミニサラダ付付付付きにできますきにできますきにできますきにできます。。。。

\1,030\1,030\1,030\1,030

\920\920\920\920

\910\910\910\910

サーモントマトソース
＋

グリーンサラダ \1,050\1,050\1,050\1,050



ソフトベーグル
＋

つぶあん・ホイップ

 サンドイッチ サンドイッチ サンドイッチ サンドイッチ

パパパパ　　　　ンンンン

    ■■■■ ソフトパン ソフトパン ソフトパン ソフトパン

    ■■■■ クロワッサン クロワッサン クロワッサン クロワッサン

    ■ ■ ■ ■ ラウゲンラウゲンラウゲンラウゲン

    ■■■■ ラウゲンロール ラウゲンロール ラウゲンロール ラウゲンロール

    ■■■■ バケット バケット バケット バケット

    ■■■■ あんこ あんこ あんこ あんこクロワッサンクロワッサンクロワッサンクロワッサン

    ■■■■ ソフトベーグル ソフトベーグル ソフトベーグル ソフトベーグル

    ■■■■ プレッツェル プレッツェル プレッツェル プレッツェル

\90
\110
\120
\190
\190

　\200
\210
\320

    ■■■■ レタス レタス レタス レタス

    ■■■■ トマト トマト トマト トマト

    ■■■■ オニオン オニオン オニオン オニオン

    ■■■■ パプリカ パプリカ パプリカ パプリカ

    ■■■■ アボカド アボカド アボカド アボカド　　　　各各各各\50

    ■■■■ 卵 卵 卵 卵

    ■■■■ ツナ ツナ ツナ ツナ

    ■■■■ ソーセージ ソーセージ ソーセージ ソーセージ

　　　　　    　　　　　    　　　　　    　　　　　    各各各各\100

    ■■■■ べ べ べ べーコンーコンーコンーコン

    ■■■■ 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\120

    ■■■■ スモークチキン スモークチキン スモークチキン スモークチキン

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

    ■■■■ カマンベールチーズ カマンベールチーズ カマンベールチーズ カマンベールチーズ　　　　各各各各\150

 ■  ■  ■  ■ 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
 ■  ■  ■  ■ 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
 ■  ■  ■  ■ 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
 ■ ■ ■ ■ メープル メープル メープル メープル

    ■■■■ イチゴジャム イチゴジャム イチゴジャム イチゴジャム

    ■■■■ 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 ブルーベリージャム

 　　　　　　　　　　 　各 　　　　　　　　　　 　各 　　　　　　　　　　 　各 　　　　　　　　　　 　各\50

\100
\100
\150
\180

    ■ ■ ■ ■ バナナバナナバナナバナナ

    ■ ■ ■ ■ 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

    ■■■■ つぶあん つぶあん つぶあん つぶあん

    ■■■■ バニラアイス バニラアイス バニラアイス バニラアイス

ラウゲン
＋

スモークチキン
レタス・パプリカ

ラウゲンロール
＋

スモークサーモン
レタス・パプリカ

ソフトベーグル
＋

生ハム・アボカド
レタス・パプリカ

★ ★ ★ ★ コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー・・・・紅茶紅茶紅茶紅茶・・・・ミルクミルクミルクミルク付付付付き き き き ★★★★
（（（（ホットホットホットホットororororアイスアイスアイスアイス））））

　　　　■■■■ プレーンパンケーキ プレーンパンケーキ プレーンパンケーキ プレーンパンケーキ　　　　\630　　　　込\680

パンケーキパンケーキパンケーキパンケーキ

――――
――――
――――
――――
――――
――――
――――
――――
――――
――――
　　　　
――――
――――
――――
――――
――――
――――
――――
――――

――――
――――
――――
――――
――――
――――
――――
――――
――――
――――
　　　　
――――
――――
――――
――――
――――
――――
――――
――――

パンケーキ
＋

バナナ・チョコソース
ホイップクリーム

\930\930\930\930 パンケーキ
＋

スモークサーモン
クリームチーズ・レタス

\1,000\1,000\1,000\1,000

\370\370\370\370 \440\440\440\440 \460\460\460\460 \480\480\480\480



■■■■ コロコロフレンチトースト コロコロフレンチトースト コロコロフレンチトースト コロコロフレンチトースト
■■■■ 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
　　　　　　　　　　　　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

￥￥￥￥550550550550

￥￥￥￥650650650650

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

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

　　　　■■■■ チョコレートパフェ チョコレートパフェ チョコレートパフェ チョコレートパフェ

　　　　■■■■ ミニチョコパフェ ミニチョコパフェ ミニチョコパフェ ミニチョコパフェ

　　　　■■■■ 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

　　　　■■■■ ミニバナナチョコパフェ ミニバナナチョコパフェ ミニバナナチョコパフェ ミニ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

　　　　■■■■ ミニキャラメルパフェ ミニキャラメルパフェ ミニキャラメルパフェ ミニキャラメルパフェ

　　　　■■■■ 和風 和風 和風 和風パフェパフェパフェパフェ

　　　　■■■■ ミニ ミニ ミニ ミニ和風和風和風和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

　　　　■■■■ ティラミスチョコパフェ ティラミスチョコパフェ ティラミスチョコパフェ ティラミスチョコパフェ

\610　込\650

\470　込\500

\630　込\680

\490　込\530

\630　込\680

\490　込\530

\640　込\690

\500　込\540

\540　込\580

\580　込\620

スイーツスイーツスイーツスイーツ

■ ■ ■ ■ 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
■■■■    メープルメープルメープルメープル
■■■■ 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
■■■■ アップルシナモン アップルシナモン アップルシナモン アップルシナモン

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■■■■    バナナバナナバナナバナナ　　￥　　￥　　￥　　￥100100100100

各各各各￥￥￥￥50505050
　　　　　　　　　　　　　　　　トッピングトッピングトッピングトッピング
・・・・WWWWホイップホイップホイップホイップ　＋　＋　＋　＋\\\\100100100100
・・・・ononononバニラアイスバニラアイスバニラアイスバニラアイス　＋　＋　＋　＋\\\\150150150150

　　　　●●●●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きにできますきにできますきにできますきにできます。。。。
　　　　　　　　コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー・・・・紅茶紅茶紅茶紅茶・・・・ミルクミルクミルクミルク（（（（ホットホットホットホットororororアイスアイスアイスアイス））））

コロコロフレンチトースト
　　　　　＋
キャラメルソース・バナナ・
　onバニラアイス

■■■■    ミックスベリーミックスベリーミックスベリーミックスベリー
■■■■ つぶあん つぶあん つぶあん つぶあん抹茶抹茶抹茶抹茶

各各各各￥￥￥￥150150150150

バケットフレンチトースト
ホイップクリーム

　　　　■■■■ 生 生 生 生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

　　　　■■■■ シフォンケーキ シフォンケーキ シフォンケーキ シフォンケーキ

　　　　■■■■ 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

　　　　■■■■ マロンケーキ マロンケーキ マロンケーキ マロンケーキ

　　　　■■■■    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

\330　 込\350

\340　込\360

\360　込\380

\360　込\380

\420　込\450

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

■■■■ ハーフ ハーフ ハーフ ハーフ＆＆＆＆ハーフハーフハーフハーフ

　　　　（お好きな２種類をお選び下さい）

\480　 込\510

各\500　込\540

\560　込\600

　　　　■■■■ バニラベリーアイス バニラベリーアイス バニラベリーアイス バニラベリーアイス

　　　　■■■■ ストロベリーアイス ストロベリーアイス ストロベリーアイス ストロベリーアイス

　　　　■■■■ チョコベリーアイス チョコベリーアイス チョコベリーアイス チョコベリーアイス

\510　 込\550

\530　込\570

\530　込\570

　　　　■■■■ チョコブラウニーベリー チョコブラウニーベリー チョコブラウニーベリー チョコブラウニーベリー

　　　　■■■■ 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

　　　　■■■■ いちご いちご いちご いちごアイスアイスアイスアイスとととと
　　　　　　　　　　　　　　　　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ののののスイーツスイーツスイーツスイーツ

　　　　■■■■ ストロベリーチョコブラウニー ストロベリーチョコブラウニー ストロベリーチョコブラウニー ストロベリーチョコブラウニー

　　　　■■■■ りんごの りんごの りんごの りんごのケーキケーキケーキケーキ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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添添添添ええええ

　　　　■■■■ チョコブラウニー チョコブラウニー チョコブラウニー チョコブラウニーととととアイスアイスアイスアイス
　　　　　　　　　　　　　　　　マスカルポーネホイップマスカルポーネホイップマスカルポーネホイップマスカルポーネホイップのせのせのせのせ

\490　込\520

\510　込\550

\510　込\550

\560　込\600

\560　込\600

\580　込\620

　　　　■■■■ 白玉 白玉 白玉 白玉しるこしるこしるこしるこ

　　　　■■■■ 白玉 白玉 白玉 白玉だんごだんごだんごだんごクリームクリームクリームクリームあんみつあんみつあんみつあんみつ

\560　 込\600

\610　込\650

いちごアイスと
マスカルポーネのスイーツ

ティラミスチョコパフェ

和風パフェ

チョコブラウニー 白玉だんごクリームあんみつ

ハーフ＆ハーフ チョコベリーアイス

チョコブラウニーとアイス

マスカルポーネホイップのせ

マスカルポーネと

チョコブラウニーの

　　　グラススイーツ

ストロベリー
　チョコブラウニー

ベリーベリーパフェ

チョコブラウニーベリー

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

\850\850\850\850



フルーツフレーバーフルーツフレーバーフルーツフレーバーフルーツフレーバーでででで
　　　　　　　　シャリシャリシャリシャリシャリシャリシャリシャリ冷冷冷冷たいたいたいたい !!!!

■■■■    カシスカシスカシスカシス
■■■■ キウイ キウイ キウイ キウイ
■■■■ クランベリー クランベリー クランベリー クランベリー
■■■■ 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
■■■■ ストロベリー ストロベリー ストロベリー ストロベリー
■■■■ パイン パイン パイン パイン
■■■■ 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
■■■■ ピーチ ピーチ ピーチ ピーチ
■■■■ ブルーベーリー ブルーベーリー ブルーベーリー ブルーベーリー
■■■■ マンゴー マンゴー マンゴー マンゴー
■■■■ 洋 洋 洋 洋なしなしなしなし
■■■■ ラズベリー ラズベリー ラズベリー ラズベリー

■■■■ キャラメル キャラメル キャラメル キャラメル
■■■■ アーモンド アーモンド アーモンド アーモンド
■■■■ ココナッツ ココナッツ ココナッツ ココナッツ
■■■■ ストロベリー ストロベリー ストロベリー ストロベリー
■■■■ チョコレート チョコレート チョコレート チョコレート

■■■■ キャラメル キャラメル キャラメル キャラメル
■■■■ アーモンド アーモンド アーモンド アーモンド
■■■■ ココナッツ ココナッツ ココナッツ ココナッツ
■■■■ ストロベリー ストロベリー ストロベリー ストロベリー
■■■■ チョコレート チョコレート チョコレート チョコレート

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

■ ■ ■ ■ イタリアンイタリアンイタリアンイタリアン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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・レギュラーレギュラーレギュラーレギュラー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・ラージラージラージラージ

■ ■ ■ ■ カプチーノカプチーノカプチーノカプチーノ
■ ■ ■ ■ カフェラテカフェラテカフェラテカフェラテ
■ ■ ■ ■ ハニーカフェハニーカフェハニーカフェハニーカフェ
■ ■ ■ ■ ミルキーカフェミルキーカフェミルキーカフェミルキーカフェ
■ ■ ■ ■ 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

チョコレートチョコレートチョコレートチョコレート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たっぷりたっぷりたっぷりたっぷり

■ ■ ■ ■ 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

\390　込\420

\400　込\430

各\460　込\490

\470　込\500

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♪♪♪♪

■■■■ 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
■■■■ ホットチョコレートラテ ホットチョコレートラテ ホットチョコレートラテ ホットチョコレートラテ

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\460　込\490

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
■■■■ ホットココア ホットココア ホットココア ホットココア

■■■■ 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
■■■■ ココナッツミルク ココナッツミルク ココナッツミルク ココナッツミルク
■■■■ チョコレートミルク チョコレートミルク チョコレートミルク チョコレートミルク

\420　込\450

\460　込\490

各\460　込\490

サーバーサービスサーバーサービスサーバーサービスサーバーサービス

■ ■ ■ ■ レモンティーレモンティーレモンティーレモンティー
■■■■ ダージリン ダージリン ダージリン ダージリン
■■■■ アールグレー アールグレー アールグレー アールグレー
■■■■ アッサム アッサム アッサム アッサム
■■■■ アップル アップル アップル アップル
■■■■ ミント ミント ミント ミント

ミルクミルクミルクミルクたっぷりたっぷりたっぷりたっぷりポットサービスポットサービスポットサービスポットサービス

■■■■ 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
■■■■ ロイヤルシナモン ロイヤルシナモン ロイヤルシナモン ロイヤルシナモン
　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 ミルクティーミルクティーミルクティーミルクティー

紅紅紅紅　　　　茶茶茶茶

各\470　込\500

\540　込\580

\550　込\590

 エスプレッソ エスプレッソ エスプレッソ エスプレッソとととと抹茶抹茶抹茶抹茶のすっきりのすっきりのすっきりのすっきり大人味大人味大人味大人味

■■■■ まっちゃ まっちゃ まっちゃ まっちゃカフェカフェカフェカフェ

■■■■ まっちゃ まっちゃ まっちゃ まっちゃミルクミルクミルクミルク

    抹茶抹茶抹茶抹茶ととととチョコレートチョコレートチョコレートチョコレートととととホイップホイップホイップホイップがたっぷりがたっぷりがたっぷりがたっぷり

■■■■ まっちゃ まっちゃ まっちゃ まっちゃモカモカモカモカ

抹茶抹茶抹茶抹茶のおのおのおのお飲物飲物飲物飲物

\460　込\490

　\460　込\490

\470　込\500

マシュマロラテマシュマロラテマシュマロラテマシュマロラテ

■■■■ キャラメルマシュマロラテ キャラメルマシュマロラテ キャラメルマシュマロラテ キャラメルマシュマロラテ
■■■■ アーモンドマシュマロラテ アーモンドマシュマロラテ アーモンドマシュマロラテ アーモンドマシュマロラテ
■■■■ ココナッツマシュマロラテ ココナッツマシュマロラテ ココナッツマシュマロラテ ココナッツマシュマロラテ
■■■■ チョコレートマシュマロラテ チョコレートマシュマロラテ チョコレートマシュマロラテ チョコレートマシュマロラテ

各\480　込\510

まっちゃカフェ

チョコレートミルク

まっちゃモカ

ＫｅｔｔｙＫｅｔｔｙＫｅｔｔｙＫｅｔｔｙ特製特製特製特製ミルクベースミルクベースミルクベースミルクベースのののの
フレーバーフローズンフレーバーフローズンフレーバーフローズンフレーバーフローズン ＫｅｔｔｙＫｅｔｔｙＫｅｔｔｙＫｅｔｔｙ特製特製特製特製コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー入入入入りりりり

フレーバーラテフローズンフレーバーラテフローズンフレーバーラテフローズンフレーバーラテフローズン

各\460
込\490

各\480
込\510

各\470
込\500

ＫｅｔｔｙＫｅｔｔｙＫｅｔｔｙＫｅｔｔｙ特製特製特製特製
イタリアンフローズンイタリアンフローズンイタリアンフローズンイタリアンフローズン

ドリンクドリンクドリンクドリンク



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

\420　込\450

\460　込\490

\450　込\480

\470　込\500

    ■■■■ 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

    ■■■■ アイスカフェラテ アイスカフェラテ アイスカフェラテ アイスカフェラテ

    ■■■■ 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

    ■■■■ 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

バニラアイスバニラアイスバニラアイスバニラアイス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

■■■■ 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
カフェオレカフェオレカフェオレカフェオレにににに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 カフェグラッセ カフェグラッセ カフェグラッセ

\510　込\550

\510　込\550

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
■■■■ アイスシナモンラテ アイスシナモンラテ アイスシナモンラテ アイスシナモンラテ
■■■■ 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

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\460　込\490

　　　　　タピオカタピオカタピオカタピオカ入入入入りりりり

　　　　　　　　各\540　　　　込\580

\400　込\430

\440　込\470

\450　込\480

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

    ■■■■ 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

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

■■■■ カシスティー カシスティー カシスティー カシスティー
■■■■ クランベリーティー クランベリーティー クランベリーティー クランベリーティー
■■■■ グレープフルーツティー グレープフルーツティー グレープフルーツティー グレープフルーツティー
■■■■ 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
■■■■ パインティー パインティー パインティー パインティー
■■■■ パッションフルーツティー パッションフルーツティー パッションフルーツティー パッションフルーツティー
■■■■ ピーチティー ピーチティー ピーチティー ピーチティー
■■■■ ブルーベリーティー ブルーベリーティー ブルーベリーティー ブルーベリーティー
■■■■ 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
■■■■ 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

3333種種種種ののののベリーベリーベリーベリー

■■■■ ベリーベリーティー ベリーベリーティー ベリーベリーティー ベリーベリーティー

各\450　込\480

タピオカタピオカタピオカタピオカ入入入入りりりり

各\530　込\570

\470　込\500

ミルクミルクミルクミルクととととフレーバーフレーバーフレーバーフレーバーにににに
　　　　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ががががON♪ON♪ON♪ON♪

■■■■ キャラメルティーラテ キャラメルティーラテ キャラメルティーラテ キャラメルティーラテ
■■■■ アーモンドティーラテ アーモンドティーラテ アーモンドティーラテ アーモンドティーラテ
■■■■ ココナッツティーラテ ココナッツティーラテ ココナッツティーラテ ココナッツティーラテ
■■■■ シナモンティーラテ シナモンティーラテ シナモンティーラテ シナモンティーラテ
■■■■ チョコレートティーラテ チョコレートティーラテ チョコレートティーラテ チョコレートティーラテ

フレーバーティーラテフレーバーティーラテフレーバーティーラテフレーバーティーラテ

各\460　込\490

タピオカタピオカタピオカタピオカ入入入入りりりり

各\540　込\580

■■■■ 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
■■■■ チョコレートミルクフロート チョコレートミルクフロート チョコレートミルクフロート チョコレートミルクフロート
■■■■ まっちゃ まっちゃ まっちゃ まっちゃ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

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

　　各\520　込\560

　　　　　タピオカタピオカタピオカタピオカ入入入入りりりり各\600　　　　込\640

■■■■ アイスミルク アイスミルク アイスミルク アイスミルク

3333種種種種のべのべのべのべリーリーリーリーががががキュートキュートキュートキュートなななな

■■■■ 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

■■■■ メロンミルク メロンミルク メロンミルク メロンミルク
■■■■    カシスミルクカシスミルクカシスミルクカシスミルク
■■■■ 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
■■■■ 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
■■■■ 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
■■■■ 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
■■■■ ココナッツミルク ココナッツミルク ココナッツミルク ココナッツミルク
■■■■ チョコレートミルク チョコレートミルク チョコレートミルク チョコレートミルク
■■■■ まっちゃ まっちゃ まっちゃ まっちゃ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
■■■■    ココナッツココナッツココナッツココナッツ＆＆＆＆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

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

各\430　込\460

各\470　　　　込\500

　　各\460　込\490

　　　　　タピオカタピオカタピオカタピオカ入入入入りりりり

　　　　　　　　各\540　　　　込\580

アイスチョコレートミルク

アイスストロベリーラテ

ベリーベリーミルク

ミルクフロート

アイスレモンティー

ドリンクドリンクドリンクドリンク

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



■■■■ レモン レモン レモン レモン
■■■■ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ
■■■■ メロン メロン メロン メロン
■■■■    カシスカシスカシスカシス
■■■■ キウイ キウイ キウイ キウイ
■■■■ クランベリー クランベリー クランベリー クランベリー
■■■■ 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
■■■■ ストロベリー ストロベリー ストロベリー ストロベリー

■■■■ パイン パイン パイン パイン
■■■■ 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
■■■■ ピーチ ピーチ ピーチ ピーチ
■■■■ ブルーベリー ブルーベリー ブルーベリー ブルーベリー
■■■■ マンゴー マンゴー マンゴー マンゴー
■■■■ 洋 洋 洋 洋なしなしなしなし
■■■■ ラズベリー ラズベリー ラズベリー ラズベリー

シュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワ
フルーツフレーバーソーダフルーツフレーバーソーダフルーツフレーバーソーダフルーツフレーバーソーダ

■■■■ 生 生 生 生バナナジュースバナナジュースバナナジュースバナナジュース
■■■■ 生 生 生 生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

■■■■ 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

冷冷冷冷たいたいたいたいドリンクドリンクドリンクドリンク

各\500　込\540

各\400　込\430

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各\460　込\490

　　各\450　込\480

　　　　　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各\510　　　　込\550

タピオカタピオカタピオカタピオカ入入入入りりりり各\530　込\570

3種のベリーソーダ

タピオカ入り
フルーツソーダ

生バナナジュース

■■■■ 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
■■■■ ピーチオレンジ ピーチオレンジ ピーチオレンジ ピーチオレンジ
■■■■ キウイ キウイ キウイ キウイ&&&&ストロベリーソーダストロベリーソーダストロベリーソーダストロベリーソーダ
■■■■ ３ ３ ３ ３種種種種ののののベリーソーダベリーソーダベリーソーダベリーソーダ

ノンアルコールノンアルコールノンアルコールノンアルコール
カクテルカクテルカクテルカクテル

　　各\470　込\500

　

タピオカタピオカタピオカタピオカ入入入入りりりり各\550　込\590

※※※※おおおお酒酒酒酒はははは20202020歳歳歳歳にににに
　　　　　　　　　　　　なってからなってからなってからなってから！！！！

ドリンクドリンクドリンクドリンク

むつむつむつむつ市小川町市小川町市小川町市小川町2222----9999----5555
TELTELTELTEL::::２３２３２３２３－－－－６４５６６４５６６４５６６４５６

むつむつむつむつ市柳町市柳町市柳町市柳町1111----2222----7777
TELTELTELTEL::::２３２３２３２３－－－－８７２７８７２７８７２７８７２７

    ■■■■ ハイネケン ハイネケン ハイネケン ハイネケン

    ■■■■ バドワイザー バドワイザー バドワイザー バドワイザー

    ■■■■ グラスワイン グラスワイン グラスワイン グラスワイン（（（（赤赤赤赤orororor白白白白））））

    ■■■■ キリン キリン キリン キリン零零零零ICHIICHIICHIICHI（（（（ゼロイチゼロイチゼロイチゼロイチ））））
　　　　　　　　　　　　（（（（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））））

アルコールアルコールアルコールアルコール

　　\530　込\570

\520　　　　込\560

\420　込\450

\420　込\450
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