
※表示価格は全て税込です。

350㎖ ¥900アサヒ スーパードライ
Asahi Super Dry (Draftu

330㎖ ¥750アサヒドライ ゼロ
Asahi Dry Zero

¥980羽田ブルーワリー ヴァイツェン
HANEDA Brewery Welzen

パーフェクト サントリービール
Perfect Suntry beer (Draftu

レモンサワー
Lemon Sour

¥800ウーロンハイ
Oolong tea highball

¥800ハイボール
Whisky highball

ビール Beer

¥750

¥750

富乃宝山（芋）
SWEET POTATO SHOCHU Tominohozan
(Rock/Water/Sodau

吉四六（麦）
BARLEY SHOCHU Kicchomu (Rock/Water/Sodau

¥750山崎蒸留酒 樽仕込み 梅酒
Yamazaki Distillery Reserve Suntory Umeshu
(Rock/Water/Sodau

¥800グラスワイン（赤・白）
By the glass (Red or Whiteu

¥600アイスコーヒー
Iced coffee

¥600アイスティー
Iced tea

¥600ウーロン茶
Iced Oolong Tea

¥600オレンジジュース
Orange Juice

¥600コーヒー
Coffee

ソフトドリンク Soft Drink

¥650コカ・コーラ
Coca-Cola

¥650コカ・コーラ ゼロ
Coca-Cola Zero

¥700ペリエ
Perrier

¥800オロポ
OROPO

¥650ジンジャーエール
Ginger Ale

カクテル Cocktail

焼酎
Distilled Spirit

日本酒
Sake

果実酒
Fruit Wine

ワイン
Wine

¥800

Drinkドリンク

※画像はイメージです。

350㎖ ¥900

¥750浦霞 純米酒
Urakasumi Junmai



※表示価格は全て税込です。

シーザーサラダ
Caesar salad

¥1,200

Side Dishおつまみ

Saladサラダ

¥1,000イタリアンサラダ
Italian salad

ピリ辛ニンニクトマト
Spicy garlic tomato

¥700出汁巻き玉子
Japanese omelette

¥600

もろ味噌胡瓜
Cucumber with miso dip

¥600 漬けマグロ
Tuna sashimi

¥800

枝豆
Edamame

¥500 たこわさ
Octopus with wasabi

¥800



※表示価格は全て税込です。

メガポテトフライ
Mega French fries

¥1,000

チキンナゲット
Chicken nuggets

4個 ¥600 ／ 8個 ¥1,000

鶏唐揚げマウンテン
Deep-fried chicken Mountain

¥1,200

ポテトフライ
French fries

¥600 鶏の唐揚げ
Deep-fried chicken

¥700

骨付きグリルソーセージ
Grilled sausages

¥1,200



※表示価格は全て税込です。

あさりのお吸い物
Miso soup with Aasari clam

¥700

マグロ漬け丼

Tuna Pickled Rice Bowl with Soup

三元豚カツカレー
Pork cutlet curry rice

¥1,800

Rice & Noodle
ご飯・麺

（お吸い物・香の物付）

あさり潮ラーメン
Clam Ramen

¥1,300

¥2,000



※表示価格は全て税込です。

温玉ぶっかけうどん
Udon nodles with poached egg

¥1,200

かけうどん
Plain Udon noodles (Hotu

¥1,200

ざるうどん
Plain Udon noodles (Coldu

¥1,100

冷やし坦々うどん
Tantan Udon Noodles (Coldu

¥1,100



※表示価格は全て税込です。

¥1,600鶏のから揚げご膳
Deep-fried chicken set

¥1,700 豚生姜焼きご膳
Pork ginger set

和風ハンバーグご膳
Japanese-style humburger steak set

¥1,800

Meal & Set
ご膳・セット



※表示価格は全て税込です。※表示価格は全て税込です。

三元豚ロースかつご膳
Pork cutlet set

¥2,500

マグロ漬け丼＆あさりうどんセット
Tuna Pickled Rice Bowl & Clam Ramen

¥2,800



※表示価格は全て税込です。

Kids plate
お子様プレート

お子様うどん
Kids Udon noodles

¥500ひこうきプレート
Kids plate

¥900

Dessertデザート

ベリーサンデー
Berry Sundae

¥700

チョコレートサンデー
Chocolate Sundae

ソフトクリーム
Soft ice cream

¥600¥700

ディッピンドッツ

¥800／種

Dippin dots (Cookie & Cream/Rainbow/Strawberry cheesecake/Chocolate mintu

（クッキー＆クリーム／レインボー／ストロベリーチーズケーキ／チョコミント）


