
■■■■ 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　（　（　（　（パスタパスタパスタパスタ添添添添ええええ））））
　　　　　　　　[[[[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。。。。]]]]

■■■■ 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　　　　（（（（パスタパスタパスタパスタ添添添添ええええ））））
　　　　　　　　[[[[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　　　　（（（（パスタパスタパスタパスタ添添添添ええええ））））
　　　　　　　　[[[[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。。。。]]]]

\1,300　込\1,400

　

\990　込\1,060

\980　込\1,050

●●●●プラスプラスプラスプラス３６０３６０３６０３６０円円円円ででででライスライスライスライス・・・・サラダサラダサラダサラダ・・・・みそみそみそみそ汁汁汁汁セットセットセットセットにににに❤❤❤❤
            　　＊            　　＊            　　＊            　　＊セットセットセットセットのみのみのみのみ　　　　４７０４７０４７０４７０円円円円＊＊＊＊
●●●●プラスプラスプラスプラス１５０１５０１５０１５０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　　　　（（（（パスタパスタパスタパスタ添添添添ええええ））））
　　　　　　　　[[[[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　　　　（（（（パスタパスタパスタパスタ添添添添ええええ））））
　　　　　　　　[[[[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

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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（（（（パスタパスタパスタパスタ添添添添ええええ））））

    ■■■■ 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
　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　（パスタパスタパスタパスタ添添添添ええええ））））

\950 込\1,020

\840　込\900

チーズとトマトソースの
ハンバーグ

    ■■■■ 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

    ■■■■ カレードリア カレードリア カレードリア カレードリア

\860　込\920

\860　込\920

\810　込\870

\880　込\950

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１５０１５０１５０１５０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。。。。

豚肉のトマトソース
ライス・サラダ・みそ汁セット

ライス･サラダ･みそ汁セット

    ■■■■    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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（（（（ライスライスライスライス・・・・サラダサラダサラダサラダ・・・・みそみそみそみそ汁付汁付汁付汁付きききき））））

\1,120 込\1,200

和風ソースの
　ハンバーグプレート



　　　　■■■■ きのこと きのこと きのこと きのことベーコンベーコンベーコンベーコンののの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

　　　　■■■■ 月 月 月 月うさぎのうさぎのうさぎのうさぎのナポリタンナポリタンナポリタンナポリタン

　　　　■■■■ 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（（（（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））））

　　　　■■■■ 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

きのことベーコンの
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

　　　　■■■■    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

　　　　■■■■ カルボナーラ カルボナーラ カルボナーラ カルボナーラ

　　　　■■■■ 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

\820　込\880

\840　込\900

\1,200　込\1,290

　　　　■■■■ 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

　　　　■■■■ 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

　　　　■■■■ 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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

　　　　■■■■ サーモン サーモン サーモン サーモンのののの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

\780　 込\840

\790　込\850

\800　込\860

\810　込\870

\810　込\870

\890　込\960

\910　込\980

あさりのリゾット

　　　　●●●●プラスプラスプラスプラス１５０１５０１５０１５０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１５０１５０１５０１５０円円円円でででで大盛大盛大盛大盛りにできますりにできますりにできますりにできます。。。。

　　　　●●●●プラスプラスプラスプラス１５０１５０１５０１５０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１５０１５０１５０１５０円円円円でででで大盛大盛大盛大盛りにできますりにできますりにできますりにできます。。。。

クラムチャウダー

　　　　■■■■ ひき ひき ひき ひき肉肉肉肉とととと豆豆豆豆ののののオニオントマトスープオニオントマトスープオニオントマトスープオニオントマトスープ

　　　　■■■■ 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

 \500　込\540

\520　込\560

ひき肉とオニオンの
トマトスープ

ベーコンとナスのトマトソース
チーズ焼きリゾット

ボンゴレビアンコ

ズワイガニのトマトソース

カニとトマトのリゾット



●●●●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１５０１５０１５０１５０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

トマトカレーなすのキーマカレートマトカレー
チーズ焼き

　　　　■■■■    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

サーモントマトソース
＋

グリーンサラダ

    ■■■■ 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

    ■■■■ 月 月 月 月うさぎうさぎうさぎうさぎ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

各各各各\740　込\790

各各各各\780　込\840

　　　　●●●●プラスプラスプラスプラス１５０１５０１５０１５０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。。。。

特製ビーフカレー

    ■■■■ 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

    ■■■■    トマトサラダトマトサラダトマトサラダトマトサラダ

    ■■■■ 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

    ■■■■ トマト トマト トマト トマトとととと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

    ■■■■ 生 生 生 生ハムサラダハムサラダハムサラダハムサラダ

    ■■■■ 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

    ■■■■ 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

\620　込\670

\670　込\720

\670　込\720

\680　込\730

\690　込\740

\700　込\750

\740　込\800

\740　込\800

スモークサーモンの
カルパッチョ

トマトサラダ

タコのマリネサラダ

梅サラダ

生ハムサラダ

辛辛辛辛

　　　　

    

　　　　

甘甘甘甘

辛辛辛辛

甘甘甘甘 　　　　●●●●プラスプラスプラスプラス１５０１５０１５０１５０円円円円でででで
　　　　　　　　　　　　ごごごご飯飯飯飯をををを大盛大盛大盛大盛りにできますりにできますりにできますりにできます。。。。



山芋の梅しそ巻き

鶏肉の梅しそ串揚げ豚肉の串揚げ

    ■ ■ ■ ■ 枝豆枝豆枝豆枝豆

    ■■■■ ウィンナーソーセージ ウィンナーソーセージ ウィンナーソーセージ ウィンナーソーセージ

    ■■■■ 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

\440　込\470

\460　込\490

\500　込\540

\600　込\640

\630　込\680

\780　込\840

    ■■■■ 星 星 星 星ポテトポテトポテトポテト

    ■■■■ 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

    ■■■■ スパイシーポテト スパイシーポテト スパイシーポテト スパイシーポテト

\490　込\520

\470　込\500

\510　込\550

    ■■■■ もちもち もちもち もちもち もちもちチーズチーズチーズチーズ入入入入りりりりポテトポテトポテトポテト

    ■■■■ チーズフライ チーズフライ チーズフライ チーズフライ

    ■■■■ チーズ チーズ チーズ チーズ&&&&サラミサラミサラミサラミ

    ■■■■ 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

    ■■■■ チーズセット チーズセット チーズセット チーズセット

    ■■■■ 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

    ■■■■ チョコレート チョコレート チョコレート チョコレート

    ■■■■ ミックスナッツ ミックスナッツ ミックスナッツ ミックスナッツ

\490　込\520

\490　込\520

\510　込\550

\580　込\620

\590　込\630

\700　込\750

\490　込\520

\500　込\540

    ■■■■ チキン チキン チキン チキンのからあげのからあげのからあげのからあげ

    ■■■■ 辛口 辛口 辛口 辛口チキンチキンチキンチキンからあげからあげからあげからあげ

    ■■■■ 手羽先 手羽先 手羽先 手羽先のからあげのからあげのからあげのからあげ

    ■■■■ 鶏 鶏 鶏 鶏なんこつあげなんこつあげなんこつあげなんこつあげ

    ■■■■ イカ イカ イカ イカげそあげげそあげげそあげげそあげ

    ■■■■ たこからあげ たこからあげ たこからあげ たこからあげ

    ■■■■ カキフライ カキフライ カキフライ カキフライ

\520　込\560

\530　込\570

\540　込\580

\550　込\590

\520　込\560

\530　込\570

\560　込\600

    ■■■■ チーズ チーズ チーズ チーズ春春春春まきまきまきまき

    ■■■■ 黒豚春 黒豚春 黒豚春 黒豚春まきまきまきまき

    ■■■■ 山芋 山芋 山芋 山芋のののの梅梅梅梅しそしそしそしそ巻巻巻巻きききき

    ■■■■ 鶏 鶏 鶏 鶏ささみのささみのささみのささみの梅梅梅梅しそしそしそしそ竜田揚竜田揚竜田揚竜田揚げげげげ

    ■■■■ 豚肉 豚肉 豚肉 豚肉のののの串揚串揚串揚串揚げげげげ

    ■■■■ 鶏肉 鶏肉 鶏肉 鶏肉のののの梅梅梅梅しそしそしそしそ串揚串揚串揚串揚げげげげ

\520　込\560

\520　込\560

\510　込\550

\540　込\580

\450　込\480

\510　込\550

バラエティソーセージ

もちもちチーズ入りポテトチーズフライ

クリームチーズ&トマト

手羽先のからあげ

チキンのからあげ

たこからあげイカげそあげ

■■■■    明太子明太子明太子明太子ピザピザピザピザ
■■■■ ミックスピザ ミックスピザ ミックスピザ ミックスピザ
■■■■ 4 4 4 4種種種種のののの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
■■■■ 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
■■■■ 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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各各各各\800　込\860

ナポリ風ピザ
明太子ピザ

●●●●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。。。。

スモークサーモン

スパイシーポテト

★★･･･★････★･････★･･････★････････★････････★･･････★･･････★･････★･････★････★･･･★★

★★･･･★････★･････★･･････★････････★････････★･･････★･･････★･････★･････★････★･･･★★

★★･･･★････★･････★･･････★････････★････････★･･････★･･････★･････★･････★････★･･･★★

チーズ春まき

枝 豆



■■■■ バナナキャラメルフレンチトースト バナナキャラメルフレンチトースト バナナキャラメルフレンチトースト バナナキャラメルフレンチトースト
■■■■ バナナチョコフレンチトースト バナナチョコフレンチトースト バナナチョコフレンチトースト バナナチョコフレンチトースト

　　　　　　　　バニラアイスバニラアイスバニラアイスバニラアイスがのってますがのってますがのってますがのってます❤❤❤❤　　　　各\740　　　　込\800

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

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

　　　　■■■■ 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

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

　　　　■■■■ 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

　　　　■■■■ 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

　　　　■■■■ 抹茶 抹茶 抹茶 抹茶パフェパフェパフェパフェ

　　　　■■■■ ミニ ミニ ミニ ミニ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

　　　　■■■■ 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

\620　込\660

\490　込\520

\310　込\330

\630　込\680

\500　込\540

\630　込\680

\500　込\540

\630　込\680

\520　込\560

\610　込\650

\560　込\600

\560　込\600

　　　　●●●●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））））

バナナキャラメル
フレンチトースト

■■■■ プレーン プレーン プレーン プレーン
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■■■■ チョコレート チョコレート チョコレート チョコレート
■■■■ アーモンド アーモンド アーモンド アーモンド
■■■■ キャラメル キャラメル キャラメル キャラメル
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■■■■ キャラメル キャラメル キャラメル キャラメル＆＆＆＆シナモンシナモンシナモンシナモン
■■■■ シナモン シナモン シナモン シナモン＆＆＆＆ミルクミルクミルクミルク

各\700　込\750

各\650　込\700

\610　込\650

バケットフレンチトースト
プレーン

　　　　■■■■ 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

　　　　■■■■ 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

\320　 込\340

\340　込\360

\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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■■■■ 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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■■■■ 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）

\450　 込\480

各\500　込\540

\560　込\600

チョコブラウニー

ハーフ＆ハーフ

ストロベリー
　チョコブラウニー

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

バニラアイスバニラアイスバニラアイスバニラアイスにそれぞれのおにそれぞれのおにそれぞれのおにそれぞれのお酒酒酒酒をかけたをかけたをかけたをかけた
大人大人大人大人ののののデザートデザートデザートデザートですですですです♪♪♪♪

各\540　 込\580

　　　　■■■■ カシスバーニ カシスバーニ カシスバーニ カシスバーニ

　　　　■■■■ ティーバーニ ティーバーニ ティーバーニ ティーバーニ

　　　　■■■■ ストロベリーバーニ ストロベリーバーニ ストロベリーバーニ ストロベリーバーニ

　　　　■■■■ コーヒーバーニ コーヒーバーニ コーヒーバーニ コーヒーバーニ

　　　　　　　　　　　　  　　　　トッピングトッピングトッピングトッピング

・・・・バニラアイスバニラアイスバニラアイスバニラアイス  ＋＋＋＋120YEN

・・・・WWWWバニラアイスバニラアイスバニラアイスバニラアイス＋＋＋＋200YEN

・・・・WWWWホイップホイップホイップホイップ　　 ＋　　 ＋　　 ＋　　 ＋100YEN

マロンケーキ

生キャラメルタルト ブルーベリータルト

りんごのケーキ
　キャラメルアイス添え

キャラメルアイス

＊＊＊＊゜・゜・゜・゜・。：＊。。：＊。。：＊。。：＊。・゜・゜・゜・゜

キャラメルパフェ

ミニ抹茶パフェ

ミニミニチョコパフェ



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

    ■ ■ ■ ■ 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

    ■ ■ ■ ■ カフェオレカフェオレカフェオレカフェオレ

    ■ ■ ■ ■ カプチーノカプチーノカプチーノカプチーノ

    ■ ■ ■ ■ 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

    ■■■■ 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

    ■■■■ 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

    ■ ■ ■ ■ モカジャワモカジャワモカジャワモカジャワ

\390　込\420

\440　込\470

\450　込\480

\450　込\480

\440　込\470

\440　込\470

\440　込\470

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
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー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
■■■■ ホットココア ホットココア ホットココア ホットココア
■■■■ まっちゃ まっちゃ まっちゃ まっちゃオーレオーレオーレオーレ
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

■■■■ ホットキャラメル ホットキャラメル ホットキャラメル ホットキャラメル
■■■■ ホットアーモンド ホットアーモンド ホットアーモンド ホットアーモンド
■■■■ ホットココナッツ ホットココナッツ ホットココナッツ ホットココナッツ 各\430　込\460

\400　込\430

各\450　込\480

■■■■ 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
■■■■ ウバ ウバ ウバ ウバ
■■■■ アップル アップル アップル アップル
■■■■ レモンティー レモンティー レモンティー レモンティー

紅紅紅紅　　　　茶茶茶茶

各\450　込\480

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

\400　込\430

\440　込\470

\450　込\480

\500　込\540

    ■■■■ 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

    ■■■■ アイスモカジャワ アイスモカジャワ アイスモカジャワ アイスモカジャワ

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 \500　込\540

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

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

\400　込\430

\440　込\470

\450　込\480

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

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

各\440　込\470

各\490　込\530

　　　　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♪

■■■■ キャラメルミルクティー キャラメルミルクティー キャラメルミルクティー キャラメルミルクティー
■■■■ アーモンドミルクティー アーモンドミルクティー アーモンドミルクティー アーモンドミルクティー
■■■■ ココナッツミルクティー ココナッツミルクティー ココナッツミルクティー ココナッツミルクティー
■■■■ チョコレートミルクティー チョコレートミルクティー チョコレートミルクティー チョコレートミルクティー

各\440 込\470

++++フロートフロートフロートフロート \490 込\530

++++ホイップホイップホイップホイップ \480 込\520

イタリアンテイストソーダイタリアンテイストソーダイタリアンテイストソーダイタリアンテイストソーダ

■■■■    カシスカシスカシスカシス
■■■■ クランベリー クランベリー クランベリー クランベリー
■■■■ ストロベリー ストロベリー ストロベリー ストロベリー
■■■■ 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
    

■■■■ 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
■■■■ キウイ キウイ キウイ キウイ
■■■■ ピーチ ピーチ ピーチ ピーチ
■■■■ 洋 洋 洋 洋なしなしなしなし
    

アイスティー

アイスキャラメルラテ



フロートフロートフロートフロート

■■■■ 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
■■■■ 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
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー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
■■■■ ティーフロート ティーフロート ティーフロート ティーフロート

各\440　込\470

各\460　込\490

■■■■ オレンジソーダ オレンジソーダ オレンジソーダ オレンジソーダ
■■■■ メロンソーダ メロンソーダ メロンソーダ メロンソーダ
■■■■ 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
■■■■    カルピスカルピスカルピスカルピス
■■■■ ジンジャエール ジンジャエール ジンジャエール ジンジャエール
■■■■ 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
■■■■ ウーロン ウーロン ウーロン ウーロン茶茶茶茶

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

■■■■ 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
■■■■    グレープフルーツジュースグレープフルーツジュースグレープフルーツジュースグレープフルーツジュース
■■■■ トマトジュース トマトジュース トマトジュース トマトジュース
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

■■■■ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ&&&&ピーチピーチピーチピーチ
■■■■ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ&&&&カシスカシスカシスカシス
■■■■ 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&&&&カシスカシスカシスカシス
■■■■ 洋 洋 洋 洋なしなしなしなし&&&&ジンジャージンジャージンジャージンジャー

ジュースジュースジュースジュース

各\390　込\420

各\420　込\450

各\460　込\490

    ■ ■ ■ ■ 生生生生ビールビールビールビール

    ■■■■ 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））））

\470 込\500

\530 込\570

\540 込\580

\420 込\450

※※※※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。。。。

■■■■ 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ーーーーーーーー

■■■■    カシスミルクカシスミルクカシスミルクカシスミルク
■■■■ クランベリーミルク クランベリーミルク クランベリーミルク クランベリーミルク
■■■■ 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
■■■■ 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
■■■■ 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
■■■■ 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
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー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

\400　込\430

　　各\440　込\470

　　各\450　込\480

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

■■■■ 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\490　込\530

\510　込\550

    ■ ■ ■ ■ ハウスワインハウスワインハウスワインハウスワイン（（（（赤赤赤赤orororor白白白白））））

    ■■■■ 関 関 関 関のののの井井井井（（（（グラスグラスグラスグラス））））

\470 込\500

\470 込\500

    ■■■■ ハーパー ハーパー ハーパー ハーパー（（（（バーボンバーボンバーボンバーボン））））

    ■■■■ 富士山麓 富士山麓 富士山麓 富士山麓

    ■■■■ ブラックラベル ブラックラベル ブラックラベル ブラックラベル((((スコッチスコッチスコッチスコッチ))))

    ■■■■ フォアローゼス フォアローゼス フォアローゼス フォアローゼス（（（（バーボンバーボンバーボンバーボン））））

　　　　【【【【ハイボールハイボールハイボールハイボールorororor水割水割水割水割りりりりororororロックロックロックロック】】】】

\470 込\500

\470 込\500

\560 込\600

\560 込\600

■■■■ 薔薇 薔薇 薔薇 薔薇ジンジャージンジャージンジャージンジャー
■■■■ 薔薇 薔薇 薔薇 薔薇コーラコーラコーラコーラ 各\560 込\600

    ■ ■ ■ ■ 焼酎焼酎焼酎焼酎

    ■■■■ いも いも いも いも焼酎焼酎焼酎焼酎

　　　　【【【【水割水割水割水割りりりりororororおおおお湯割湯割湯割湯割りりりりororororロックロックロックロック】】】】

\470 込\500

\560 込\600

■ ■ ■ ■ ウーロンハイウーロンハイウーロンハイウーロンハイ
■■■■ レモンハイ レモンハイ レモンハイ レモンハイ
■■■■ ライムハイ ライムハイ ライムハイ ライムハイ
■■■■ 洋 洋 洋 洋なしなしなしなしハイハイハイハイ
■■■■ いちご いちご いちご いちごハイハイハイハイ
■■■■ りんご りんご りんご りんごハイハイハイハイ
■■■■ カルピスハイ カルピスハイ カルピスハイ カルピスハイ
■■■■ グレープフルーツハイ グレープフルーツハイ グレープフルーツハイ グレープフルーツハイ

■ ■ ■ ■ 梅梅梅梅ハイハイハイハイ
■■■■ ゆず ゆず ゆず ゆずハイハイハイハイ
■■■■ もも もも もも ももハイハイハイハイ
■■■■ 巨峰 巨峰 巨峰 巨峰ハイハイハイハイ
■■■■ ライチハイ ライチハイ ライチハイ ライチハイ
■■■■ あんず あんず あんず あんずハイハイハイハイ

各\470 込\500

アイスココア



    ■ ■ ■ ■ 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

 ■■■■ カンパリグレープフルーツ カンパリグレープフルーツ カンパリグレープフルーツ カンパリグレープフルーツ

 ■■■■ 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＋トニック）

 ■■■■ 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＋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＋オレンジジュース）

 ■■■■ ピーチグレープフルーツ ピーチグレープフルーツ ピーチグレープフルーツ ピーチグレープフルーツ
　　（ピーチ＋グレープフルーツジュース）

    ■■■■ ライチソーダ ライチソーダ ライチソーダ ライチソーダ

    ■■■■ ライチオレンジ ライチオレンジ ライチオレンジ ライチオレンジ

    ■■■■ ライチグレープフルーツ ライチグレープフルーツ ライチグレープフルーツ ライチグレープフルーツ

    ■■■■ ライチトニック ライチトニック ライチトニック ライチトニック

    ■ ■ ■ ■ シャンディーガフシャンディーガフシャンディーガフシャンディーガフ
　　　　　　　　（ビール＋ジンジャーエール）

    ■ ■ ■ ■ 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）

    ■■■■ 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）

    ■■■■ ストロベリーオレンジ ストロベリーオレンジ ストロベリーオレンジ ストロベリーオレンジ
 

 ■ ■ ■ ■ 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）

 ■■■■ 抹茶 抹茶 抹茶 抹茶ウーロンウーロンウーロンウーロン
　　（抹茶リキュール＋ウーロン茶）

 ■■■■ ティークーラー ティークーラー ティークーラー ティークーラー
　　（抹茶リキュール＋
　　　　グレープフルーツジュース＋ソーダ）

    ■ ■ ■ ■ テキーラトニックテキーラトニックテキーラトニックテキーラトニック

    ■■■■ エルディアブロ エルディアブロ エルディアブロ エルディアブロ
　　（テキーラ＋カシスリキュール＋
　　　　　　　　　　ジンジャーエール）

 ■■■■ パロマ パロマ パロマ パロマ
　　　　　　　　（テキーラ＋
　　　　　グレープフルーツジュース＋トニック）

 ■■■■ アンバサダー アンバサダー アンバサダー アンバサダー
　　（テキーラ＋オレンジジュース＋ガムシロ）

    ■■■■ ストローハット ストローハット ストローハット ストローハット
　　（テキーラ＋トマトジュース）

 ■ ■ ■ ■ ブレイブブルブレイブブルブレイブブルブレイブブル
　　（テキーラ＋カルーア）

 ■■■■ ラムコーク ラムコーク ラムコーク ラムコーク

 ■■■■ ラムトニック ラムトニック ラムトニック ラムトニック

 ■■■■ 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）

 ■■■■ ラムオレンジ ラムオレンジ ラムオレンジ ラムオレンジ
　　（ラム＋オレンジジュース）

 ■■■■ ラムフィズ ラムフィズ ラムフィズ ラムフィズ
　　（ラム＋レモン＋ガムシロ＋ソーダ）

    ■ ■ ■ ■ 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＋ライムジュース）

    ■ ■ ■ ■ 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）

    ■ ■ ■ ■ ミルキーカシスミルキーカシスミルキーカシスミルキーカシス

    ■■■■ ミルキーストロベリー ミルキーストロベリー ミルキーストロベリー ミルキーストロベリー

    ■■■■ ミルキーキャラメル ミルキーキャラメル ミルキーキャラメル ミルキーキャラメル

    ■■■■ ミルキーアーモンド ミルキーアーモンド ミルキーアーモンド ミルキーアーモンド

    ■■■■ ミルキーココナッツ ミルキーココナッツ ミルキーココナッツ ミルキーココナッツ

    ■■■■ カルーアミルク カルーアミルク カルーアミルク カルーアミルク

    ■■■■ グリーンティーミルク グリーンティーミルク グリーンティーミルク グリーンティーミルク
 　　（抹茶リキュール＋牛乳）

※※※※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。。。。

 ■■■■ 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＋ライムジュース＋ソーダ）

 ■■■■ ジンフィズ ジンフィズ ジンフィズ ジンフィズ
　　（ジン＋レモン＋ガムシロ＋ソーダ）

 ■■■■ オレンジブロッサム オレンジブロッサム オレンジブロッサム オレンジブロッサム
　　（ジン＋オレンジジュース）

 ■■■■ ブラッディサム ブラッディサム ブラッディサム ブラッディサム
　　（ジン＋トマトジュース）

 ■■■■ ウォッカトニック ウォッカトニック ウォッカトニック ウォッカトニック

 ■■■■ 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）

 ■■■■ ウォッカフィズ ウォッカフィズ ウォッカフィズ ウォッカフィズ
　　（ウォッカ＋レモン＋ガムシロ＋ソーダ）

 ■■■■ 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）

 ■■■■ 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）

 ■■■■ ブラッディメアリー ブラッディメアリー ブラッディメアリー ブラッディメアリー
　　（ウォッカ＋トマトジュース）

 ■■■■ レッドバード レッドバード レッドバード レッドバード
　　（ウォッカ＋ビール＋トマトジュース）

 ■■■■ ブラックルシアン ブラックルシアン ブラックルシアン ブラックルシアン
　　（ウォッカ＋カルーア）

 ■■■■ バイオレットフィズ バイオレットフィズ バイオレットフィズ バイオレットフィズ
　　（バイオレット＋レモン＋
　　　　　　　　　　　ガムシロ＋ソーダ）

 ■■■■ 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
　　（りんご＋ピーチシロップ＋ソーダ）

 ■■■■ スイートゴールド スイートゴールド スイートゴールド スイートゴールド
　　（りんご＋アイスティー＋ガムシロ）

 ■■■■ アプリコットティー アプリコットティー アプリコットティー アプリコットティー
　　（あんず＋アイスティー＋ガムシロ）

 ■■■■ アプリコットオレンジ アプリコットオレンジ アプリコットオレンジ アプリコットオレンジ
　　（あんず＋オレンジジュース）

 ■■■■ 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
　　（洋なし＋ジンジャーエール）

■■■■    キウイハイキウイハイキウイハイキウイハイ
■■■■ カシスハイ カシスハイ カシスハイ カシスハイ
■■■■ クランベリーハイ クランベリーハイ クランベリーハイ クランベリーハイ
■■■■ ストロベリーハイ ストロベリーハイ ストロベリーハイ ストロベリーハイ
■■■■    ラズベリーハイラズベリーハイラズベリーハイラズベリーハイ

■■■■ ブルーベリーハイ ブルーベリーハイ ブルーベリーハイ ブルーベリーハイ
■■■■ パッションフルーツハイ パッションフルーツハイ パッションフルーツハイ パッションフルーツハイ
■■■■ ピーチハイ ピーチハイ ピーチハイ ピーチハイ
■■■■ ラフランスハイ ラフランスハイ ラフランスハイ ラフランスハイ

ALL\560 込\600

■■■■ ブルーベリーキール ブルーベリーキール ブルーベリーキール ブルーベリーキール
■■■■ パッションフルーツキール パッションフルーツキール パッションフルーツキール パッションフルーツキール
■■■■ ピーチキール ピーチキール ピーチキール ピーチキール
■■■■ ラフランスキール ラフランスキール ラフランスキール ラフランスキール

■■■■    キウイキールキウイキールキウイキールキウイキール
■■■■ カシスキール カシスキール カシスキール カシスキール
■■■■ クランベリーキール クランベリーキール クランベリーキール クランベリーキール
■■■■ ストロベリーキール ストロベリーキール ストロベリーキール ストロベリーキール
■■■■    ラズベリーキールラズベリーキールラズベリーキールラズベリーキール ALL\560 込\600

ALL\470 込\500
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