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カテゴライズから自由になって
人と人が繋がれる場所

セクシュアリティ、年齢、国籍を気にすることなく誰でも来れる

足湯につかって体も心もほぐしてのんびりしながら、人と人が繋がる

そんな居場所を作りたいなぁという想いから、当店はスタートしました!!

14:00～23:00
（火曜定休）



ベトナムサンドイッチ バインミー
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ローストビーフ単品 1130（税込1243）

ローストビーフ井

980（税込1078）鶏

980（税込1078）ローストビーフ

980（税込1078）チリコンカン 980（税込1078）ヴィーガン

サクサク
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なます、
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卵焼き
、
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ム満点の

サンドイ
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当店人気No.1当店人気No.1特製ローストビーフ
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お食事メニュー

小腹を満たせる
一度は食べて欲しい
定番の逸品

並盛980（税込1078）

お肉、襲来
 はっぴーな
気分になります

ダブル1290（税込1419）

※ごはん大盛り +100（税込110）
※パクチー大盛り +200（税込220）

お肉、暴走
食べても食べても

お肉が減らない感じです

トリプル2290（税込2519）

笑えばいいと思うよ
高さもあるので

誕生日ケーキの代わりにも!!

富士山3390（税込3729）

※写真は並盛です



カフェフード
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チリコンカンメシ
1080（税込1188）

そば粉のガレット

セットメニュー

ドリンクは
こちらからえらんでね

コーヒー (Hot/Ice)
カフェラテ (Hot/Ice)
ウーロン茶 (Hot/Ice)
アールグレイ (Hot/Ice)
ジンジャーエール

コーラ

��
		～��
		

セットドリンク--------------------------------------+380（税込418）

セットミニサラダ----------------------------------+350（税込385）

ドリンク&ミニサラダ-----------------------------+580（税込638）

コンプレット---------------------- 1090（税込1199）

ローストビーフ------------------- 1280（税込1408）

お食事、
甘味をオーダー
された方

※アフォガードは除く、
ごめんね…



温かい軽食
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ハムとオリーブの
　クリスピーサラダピザ

980（税込1078）

おつまみ
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ついポリポリしちゃうおつまみ
������������������

まるごと
カマンベールチーズの
グリル蜂蜜添え

930（税込1023）

塩鶏ハム-----------------------------------------680（税込748）

沖縄ジーマーミ―豆腐 ------------------------580（税込638）

山形ピリ辛玉こんにゃく----------------------520（税込572）

自家製スパイス漬込みピクルス -------------480（税込528）

ハーブサラミ-------------------------------------680（税込748）

ミックスナッツ----------------------------------480（税込528）

できたてポップコーン!! -----------------------540（税込594）

(スパイシーチーズ味 / BBQチリペッパー味)

チリビーンズ (バゲット付き)---------------750（税込825）

ニョッキの濃厚ホワイトソース和え--------- 1080（税込1188）

サラダ����

野菜ごろごろ
　ピクルスサラダ

980（税込1078）

チリコンカンサラダ------------980（税込1078）

ローストビーフサラダ---------1350（税込1485）

ベトナムパクチーサラダ ------930（税込1023）

アラカルト



コーヒー �����

コーヒー(Hot/Ice)★---------------------------------------590（税込649）

カフェラテ(Hot/Ice) --------------------------------------650（税込715）

カフェモカ(Hot/Ice) -------------------------------------670（税込737）

キャラメルラテ(Hot/Ice) -----------------------------670（税込737）

ラテ・みるく �����

甘酒ラテ(Hot/Ice) -----------------------------------------680（税込748）

抹茶ラテ(Hot/Ice) -----------------------------------------680（税込748）

ほうじ茶ラテ(Hot/Ice) ---------------------------------680（税込748）

ロイヤルミルクティ(Hot/Ice) ---------------------680（税込748）

ココア(Hot/Ice)---------------------------------------------640（税込704）

ミルク(Hot/Ice)---------------------------------------------590（税込649）

お茶���

ノンカフェインのお茶 �������� ������

潤いローズヒップ(Hot/Ice)★ --------------------------------640（税込704）

ルイボスティ(Hot/Ice)★ ----------------------------------------640（税込704）

スウィートスリープ(Hot/Ice)★ ----------------------------670（税込737）

ドリンクメニュー

　茶（れいちゃ）(Hot)----------------------------------------------------690（税込759）

ウーロン茶(Hot/Ice)★ --------------------------------------------590（税込649）

白桃ジャスミン茶(Hot/Ice)★ --------------------------------650（税込715）

黒豆ときな粉のほうじ茶(Hot/Ice)★---------------------650（税込715）

カルダモンチャイ(Hot/Ice)★ --------------------------------660（税込726）

ダージリン(Hot/Ice)★ --------------------------------------------640（税込704）

ミントアイスティー(Ice) -----------------------------------640（税込704）

うめ茶(Hot)----------------------------------------------------------640（税込704）

ゆず茶(Hot/Ice)------------------------------------------------------640（税込704）

ミルク⇒ソイに変更可能です

たっぷりサイズ(1.5杯分)もあるよ！

+70（税込77）

+150（税込165）

★がついているお飲み物は

台湾直送の20種類以上の天然のお豆＆雑穀類を擂り(すり)
つぶした香ばしくてミルキーなお茶です!!無添加、無着色、
無香料で、食物繊維がとても豊富!! ビタミンB群、E、カリウ
ム、マグネシウム、亜鉛までも補給できます。

おすすめ!

おすすめ!

心ほぐれる



しゅわしゅわ ���

コーラ------------------------------------------------------------------------590（税込649）

ジンジャーエール-------------------------------------------------------590（税込649）

オレンジスカッシュ----------------------------------------------------590（税込649）

アセロラヒアルロン酸スカッシュ-------------------------------------640（税込704）

キウイおろしスカッシュ-----------------------------------------------640（税込704）

ミントオレンジソーダ--------------------------------------------------640（税込704）

レモンソーダ--------------------------------------------------------------590（税込649）

ライムソーダ---------------------------------------------------------------590（税込649）

龍馬1865（ノンアルコールビール）------------------------------------------690（税込759）

フルーツジュース  ���������

青森100％リンゴジュース----------------------------------------640（税込704）

山形ら・ふらんすジュース-----------------------------------------660（税込726）

山形ぱいなっぷるサイダー---------------------------------------660（税込726）

トマトジュース（無塩）-----------------------------------------------640（税込704）

青汁(飲みやすいです) -------------------------------------------------------640（税込704）

果肉フルーツジュース  ���� ���������

完熟バナナみるく------------------------------------------------750（税込825）

さわやかイチゴみるく-----------------------------------------750（税込825）

パイナップルラッシー------------------------------------------770（税込847）

フロート ��������� ����

メロンクリームソーダ

740（税込814）

キウイおろしフロート

780（税込858）

コーラフロート---------------------------------------------------740（税込814）

コーヒーフロート------------------------------------------------740（税込814）



ビール

ザ・プレミアム・モルツ グラス-------------------------680（税込748）

 ジョッキ----------------------750（税込825）

　　　　ビアカクテル シャンディガフ-------------780（税込858）

 レッドアイ--------------------780（税込858）
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サワー・チューハイ
レモンサワー-----------------------------------------------------------------680（税込748）

グレープフルーツサワー------------------------------------------------680（税込748）

オレンジサワー--------------------------------------------------------------680（税込748）

アセロラヒアルロン酸サワー-----------------------------------------730（税込814）

すりおろしキウイサワー-------------------------------------------------730（税込814）

ライムサワー-------------------------------------------------------------------680（税込748）

ミントサワー------------------------------------------------------------------680（税込748）

ウーロンハイ------------------------------------------------------------------650（税込715）
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ピナモスコ
ミックスベリー-------------------------830（税込913）

マンゴー-----------------------------------830（税込913）

パイナップル-----------------------------830（税込913）

梅レモン-----------------------------------830（税込913）
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ウィスキー
ジムビーム--------------------------------------------------------------680（税込748）

ジムビーム アップル----------------------------------------------780（税込858）

メーカーズマーク---------------------------------------------------- 890（税込979）
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梅酒

焙煎樽仕込みの梅酒----------------------------------------------780（税込858）

山崎蒸留所貯蔵
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焼酎
球磨焼酎 花(米)-----------------------------------------------------750（税込825）

八重丸(麦) ---------------------------------------------------------------750（税込825）

黒丸(さつまいも)-----------------------------------------------------750（税込825）

�������

日本酒 本日のおすすめ----------880（税込968）����

おさけ

クリーンな味わいと
柔らかい口当たりが特徴の
フレンチウォッカ「ピナクル」と
相性の良いフルーツを使った
モスコミュールです!!

チャージ400円（税込440）
19:00～23:00にアルコールをご注文のお客様から

をいただいております。

アルコールの飲み方
ロック・水割り・

お湯割り・ソーダ割りが
お選びいただけます



ジンバック-----------780（税込858）

ジントニック---------780（税込858）

ジンフィズ------------780（税込858）

組合せ自由カクテル お好みの組み合わせで
カクテルをおつくりします

テキーラサンライズ --780（税込858）

メキシコーラ---------780（税込858）

エル・ディアブロ------780（税込858）

ALL780（税込858）

ワイン
本日のオーガニックワイン(赤・白)

スパークリングワイン

（スタッフセレクト）

グラス---------------------- 800（税込880）

ボトル---------------------- 3980（税込4378） 

 5600（税込6160） 

Cheers!! スパークリングワイン------------------------3900（税込4290） 

ベリーニ -----------------------------------------------6900（税込7590） 

シャンパン

（スタッフセレクト）

Cheers!! シャンパン ----------------------------------10000（税込11000） 

モエ・エ・シャンドン------------------------------------15000（税込16500） 

ワインカクテル キティ--------------------- 800（税込880）

 カリモーチョ------------ 800（税込880）

 キール--------------------- 800（税込880）
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スパークリングワイン / シャンパン
�����������

カクテル��������

カシス

テキーラ

ジン
モスコミュール---------780（税込858）

ブルドッグ-------------780（税込858）

スクリュードライバー ---780（税込858）

ラムコーク-------------780（税込858）

ラムソーダ-------------780（税込858）

ラムコリンズ -----------780（税込858）

ラム

ウォッカ

マリブ ピーチ ライチ カルーア
カルーア抹茶 イエーガーマイスター アマレット

コーラ ソーダ
ミルク

烏龍茶 トニック ジンジャーエール
オレンジジュース グレープフルーツジュース



スイーツ
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自家製カスタードの
　バナナクレープ
　(チョコ/キャラメル)

900（税込990）
いちご杏仁みるく
　エスプーマ

1180（税込1298）

860（税込946）

フレンチトースト
　バニラアイス添え

780（税込858）ミニサイズは

エスプレッソアフォガード---------------------540（税込594）

塩抹茶アフォガード-----------------------------590（税込649）

あまいもの

かき氷
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マンゴー杏仁みるくエスプーマ----------- 1180（税込1298）

梅と杏仁みるくエスプーマ----------------- 1080（税込1188）

擂茶かき氷 ------------------------------------950（税込1045）


