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Bacon, Lettuce, Tomato, Cheese, Egg Sandwich

Bacon, Lettuce & Tomato Sandwich

Spicy Red Chicken Sandwich

Shrimp Cutlet Sandwich

Bacon, Lettuce, Tomato, Cheese Sandwich

Bacon, Lettuce, Tomato, Egg Sandwich

Chicken Cutlet Sandwich

フィッシュサンド

チキンカツサンド

ＢＬＴC Eサンド

ＢＬＴ Eサンド

ＢＬＴ Cサンド

海老カツサンド

スパイシーレッドチキンサンド

¥1380

¥1130

¥1130

¥1020

¥1250

¥1130

¥1080

クラブハウスサンド ¥1580

Clubhouse Sandwich

パンのトーストを希望されない方は
お申し付けください

Fish Sandwich

Thic Pork Cutlet Sandwich

厚ロースカツサンド ¥1480

……ビーフステーキサンドイッチ ¥2100

SANDWICHES

Please order one dish per person.＊お一人様につき１オーダー以上でお願い致します

やさいのサンドイッチ

フィッシュサンド

B LTサンド

ビーフステーキサンドイッチ

（税込¥1078）

（税込¥1188）

（税込¥1243）

（税込¥1375）

（税込¥1122）

（税込¥1243）

（税込¥1243）

（税込¥1518）

（税込¥1628）

（税込¥1738）

（税込¥1980）

（税込¥2310）

ポテトフライ SET + ¥250

ポテトフライ 単品 ¥500

FRENCH
FRIES

（税込¥2 7 5 ）

（税込¥5 5 0 ）

チェダーチーズ

+ ¥180

…

……………………

………………………

…………………………

Cheddar Cheese

Bacon

Avocado

Sliced Jalapeno

Fried Egg

+ ¥160

+ ¥220

+ ¥180

+ ¥220

目玉焼き

スライスハラペーニョ

アボカド

ベーコン

TOPPINGS

（税込¥1 7 6 ）

（税込¥2 4 2 ）

（税込¥2 4 2 ）

（税込¥1 9 8 ）

（税込¥1 9 8 ）

¥1550

¥1500

¥1600

やさいのサンドイッチ

ヴィーガンサラダサンド

（税込¥1650）

（税込¥1760）

（税込¥1705）

ヴィーガンハンバーグサンド

¥1550
（税込¥1705）

ベーコン、ロースハム、鶏むね肉、トマト、
オニオンスライス、レタス、グリーンリーフ

ベーコン、レタス、トマト

ＢＬＴサンド ………………………………

For Vegan & Vegetarian 
ヴィーガン・ベジタリアンメニュー

Vegetable Sandwich

Vegan Salad Sandwich

Vegan Hamburger Sandwich

Vegan Spicy Red Chicken Sandwich

大きめのイギリスパン

軽い食感の胚芽パン

オススメのパン

ヴィーガン用食パン

どちらかをお選びください〉
（ ）

……ポークステーキサンドイッチ ¥1800

Pork Steak Sandwich

ロースハム､チェダーチーズ､ソテードオニオン､
トマト､グリーンリーフ

Beef Steak Sandwich

ロースハム､チェダーチーズ､ソテードオニオン､
トマト､グリーンリーフ

パン３枚使用

パン３枚使用

パン３枚使用

国産銘柄豚・ジンジャーソース

ドレッシングを3パターンからお選びください

Youcanchoosea dressingfrom Mild / Spicy/ Mild & Spicy

マイルド スパイシー マイルド＆スパイシー

ヴィーガンステーキソース ヴィーガンデミグラスソース
Vegan Steak Sauce Vegan Demiglace Sauce

ソースを２種類からお選びください

ヴィーガンチェダーチーズ ＋ ¥ 180VEGAN
TOPPINGS （税込¥198）Vegan cheddar cheese

Youcanchoosea sauce

You can choose the bread 

from White or Brown.
限定5食

限定5食

＊お花見期間中、一部メニューを限定させていただいております



フルレタスサンドイッチ

パンの替わりにレタスで挟んだサンドイッチです

大きめのイギリスパン

軽い食感のブラウンのパン

オススメのパン

ヴィーガン用食パン

パンを選べます

（ ）

ハーフレタスサンドイッチ

¥1260
Chicken Cutlet Sandwich （税込¥1386）

チキンカツサンド

フルレタスサンドイッチの

¥1610
Thic Pork Cutlet Sandwich （税込¥1771）

厚ロースカツサンド

フルレタスサンドイッチの

¥ 1510
Shrimp Cutlet Sandwich （税込¥1661）

海老カツサンド

フルレタスサンドイッチの

¥1730
Vegan Hamburger Sandwich （税込¥1903）

ヴィーガンハンバーグサンド

フルレタスサンドイッチの

スパイシーレッドチキンサンド ¥1260
Spicy Red Chicken Sandwich （税込¥1386）

フルレタスサンドイッチの

下はパン､上はレタスのサンドイッチです

¥1660
Vegan Hamburger Sandwich （税込¥1826）

ヴィーガンハンバーグサンド

ハーフレタスサンドイッチの

¥1440
Shrimp Cutlet Sandwich （税込¥1584）

海老カツサンド

ハーフレタスサンドイッチの

¥1190
Chicken Cutlet Sandwich （税込¥1309）

チキンカツサンド

ハーフレタスサンドイッチの

¥1540
Thic Pork Cutlet Sandwich （税込¥1694）

厚ロースカツサンド

ハーフレタスサンドイッチの

スパイシーレッドチキンサンド ¥1190
Spicy Red Chicken Sandwich （税込¥1309）

ハーフレタスサンドイッチの

チキンカツサンド

ハーフレタスサンドイッチの

ヴィーガンハンバーグサンド

フルレタスサンドイッチの海老カツサンド

フルレタスサンドイッチの

Full Lettuce Sandwich Half Lettuce Sandwich

ヴィーガンステーキソース ヴィーガンデミグラスソース

ソースを２種類からお選びください

Vegan Steak Sauce Vegan Demiglace Sauce

Youcanchoosea sauce

レタスサンドイッチ Lettuce Sandwich



MENU

WINES

BEER

¥550 ¥3000

¥550 ¥3000

¥2000

Red / Chile / Cabernet Sauvignon
Bottle

White / Chile / Sauvignon Blan

Bottle

Sparkling Wine HalfBottle

赤 チリ カベルネ・ソーヴィニョン

/

白 チリ ソーヴィニョン・ブラン

スパークリングワイン ハーフボトル

Glass

/

スパークリングワイン ボトル

Sparkling Wine Bottle ¥3600

（税込¥3300）

（税込¥605） （税込¥3300）

（税込¥2200）

（税込¥3960）

（税込¥605）

カフェラテ

Tea ( Hot or Ice )

Cafe Latte (Hot or Ice)

Coffee ( Hot or Ice )

Herbal Tea ( Hot or Ice)ハーブティー

紅茶

¥600 ◎

¥500 ⋆

¥500 ⋆

¥500 ⋆

¥560 ⋆⋆

¥560 ⋆⋆

¥490

¥500 ⋆

¥500 ⋆

Milk （Hot or Ice)

Perrier

Ginger Ale Dry

Coca Cola

Orange Juice

ペリエ

ジンジャーエール辛口

コカコーラ

オレンジジュース

牛乳

コカコーラゼロ Coca Cola Zero

コーヒー ¥490

SOFT DRINKS

（カモミール・ローズヒップ・ルイボスの3種ブレンド）

（税込¥539）

（税込¥616）

（税込¥616）

（税込¥550）

（税込¥550）

（税込¥550）

（税込¥550）

（税込¥550）

（税込¥660）

When you order sandwiches, you can add set drinks.

サンドイッチをご注文のお客様はセット価格となります

コーヒー or紅茶 coffee or Tea

印のソフトドリンク

印のソフトドリンク

……

⋆⋆

⋆下記

下記 ……

+¥350

+¥400

+¥450⋆⋆

⋆

◎印の商品はセット対象外となります

◎m a r k e d   dr  in k s   a r e   n o t   in c  l  u d e d    in    t h e   s e t  

（税込¥539）

Please order one dish per person.＊お一人様につき１オーダー以上でお願い致します

（税込¥3 8 5 ）

（税込¥4 4 0 ）

（税込¥4 9 5 ）

Glass

(S S I D )Rakuten-Casa-45844

(KEY) G 2 Z D N 2 Y F

店内での通話はご遠慮ください

店内でのリモートワークはご遠慮ください

¥550Super Dry small bottleスーパードライ小瓶
（税込¥605）

¥500Non-alcoholic Beerノンアルコールビール
（税込¥550）

¥650Corona Extraコロナ エキストラ
（税込¥715）

＊お花見期間中､ドリンクメニューはイートインのみとさせていただいております



素材　ストレッチダック ( 綿 87%、ポリエステル 13%)
仕様　フロントポケット 4つ、肩紐通しホール
　　　フリーサイズ

￥５,５００(税込 )

オリジナル刺繍入りエプロン販売中


