
PIZZA

D.O.P 認定最高ランクの水牛モッツァレラを使用した
ワンランク上のマルゲリータ

女性に大人気の 4 種チーズで奏でるハーモニー♪
はちみつをかけると一層、美味しさが引き立ちます。

山盛りチーズと熟成サラミを贅沢に使用！シンプルですが
誰もが好きなアメリカン王道ピザ。

明太子チーズ !?ありそうで無かった組み合わせ。
明太子の辛味とチーズのマイルドなコクがマッチ！！

ミートソースに香り豊かなオレガノシンプルながら上品な味わいの１枚

厚切りベーコン、熟成サラミ、辛いチョリソー、
ボロニアハムの肉の旨味と辛味が効いたピザ。

大人気のプレミアムマルゲリータにジューシーなチェリートマトを
トッピング！至高のマルゲリータ

・ポテマヨコーン

・プレミアムマルゲリータ

・クアトロフォルマッジ

・ゴッドファーザー

・マルゲリータ

・ペパロニアメリカン

・オレガノミートソース

・プレミアムチェリートマト

・明太クアトロフォルマッジ

子どもから大人まで大人気！ポテトとコーン
迷った時にはポテマヨ♪間違いないピザです。

ドイツ産ステッペンモッツァレラと国産バジルを使用した人気のピザ

COFFEE
・コーヒー ・アメリカン ・カフェラテ ・ココア ・ソイラテ
（ ホット or アイス ） （ ホット or アイス ） （ ホット or アイス ） （ ホット or アイス ）（ホット or アイス）

280￥ 280￥ 330￥ 330￥ 330￥

当店のバリスタが一杯一杯、真心込めて

SOFT DRINK
・コカコーラ　・ジンジャーエール　・トニックウォーター　・ウーロン茶
・ピンクレモネード　・ピンクレモネードソーダ　・オレンジジュース

200￥ALLソフトドリンク

COLLAGEN DRINK 380￥ALL

爽やかな香りでスッキリとした味わい！ ローズヒップとコラーゲンで贅沢気分！ リラックス効果のあるローズウォーター配合。

ビタミンＣ豊富でほんのりとした甘酸っぱさ。 ももの上品な甘さにコラーゲンをプラス！はちみつのコクと爽やかなレモンの味。

・白ぶどう

・キウイ

・ローズヒップ

・はちみつレモン

・薔薇　～バラ～

・モモ

美肌づくりに欠かせない！１杯で約1500mgのコラーゲンが入ったプレミアムドリンク
コラーゲンドリンク

ORGANIC ICED TEA
・オーガニックティー　 ジンジャーピーチ

・オーガニックティー　 バイブランス

・オーガニックティー　 デトックス

・オーガニックティー　 アイランドブリーズ

・オーガニックティー　 ブラックカラント

280￥ALL
桃とショウガを使用した１番人気のフレーバーティー

清涼感あるペパーミントの爽快な飲み口の新感覚ティー

レッドクローバーやタンポポの花が新陳代謝を良くしてくれます

ハイビスカスや薔薇にベリー系の果実をブレンドしたリラックス効果高いティー

インド産の紅茶にカシスをブレンド！女性の支持率高いフレーバーティー

オーガニック
　　アイスティー

・フラポテ
・チキンナゲット

FRIED FOOD
お子様から大人まで大好きな揚げ物 ♪

380￥

380￥

ITALIAN GELATO
・ジェラート シングル

・ジェラート ミニダブル

・ジェラート ダブル

・ジェラート トリプル

280￥

280￥

380￥

480￥

イタリアジェラート協会
【ＳＩＧＡ】認定商品

・北海道ミルク
・ベルギーチョコ
・宇治抹茶
・エスプレッソ
・キャラメルミルク
・ビスコット

・ベリーベリータルト
・ブラッドオレンジ
・フランボワーズ
・キウイ＆バナナ
・ストロベリー
・マンゴー

( ノンカフェイン )

(ノンカフェイン )

400℃の高温で一気に焼き上げるから、
外はパリッと中はもっちり食感！

当店自慢の冷めても美味しい本格ピザ♪

※表示価格にピザ箱代（￥５０）を別途頂いております。

※表示価格は全て税別価格となります。

※表示価格にピザ箱代（￥５０）を別途頂いております。

600

780

880

980

980

   ￥
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880
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980
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全１２種類
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