
Blend coffee

ブレンドコーヒー
American coffee

アメリカンコーヒー
Cafe au lait

カフェオレ

Ice Cafe au lait

アイスオレ

Milk coffee

ミルクコーヒー

Ice Milk coffee

アイスミルクコーヒー

Ice coffee

アイスコーヒー

Straight tea

ストレートティー
Lemon tea

レモンティー
Milk tea

ミルクティー
Ice Straight tea

アイスストレートティー
Ice Lemon tea

アイスレモンティー
Ice Milk tea

アイスミルクティー

Orange juice

オレンジジュース

Apple juice

りんごジュース
Milk

ミルク（Ice / Hot)

Calpis soda

カルピスソーダ

Cola

コーラ
Soda water

ソーダ水
Calpis

カルピス

drink

Spinach and Tomato Cream Sauce

ほうれん草ときのこのトマトクリームソース 920¥
Japanese pasta with tuna and cabbage

ツナとキャベツの和風パスタ 920¥
Eggplant and bacon arabita

ナスとベーコンのアラビアータ 920¥

{ daily menu pasta }

{ Iron plate menu}

100¥ 150¥ 150¥ 250¥

{ rice menu }

dessert set

Vanilla soft

[バニラソフト]
Matcha soft

[ 抹茶ソフト]
Mix soft

[ MIXソフト]
cake set

[ ケーキセット ]

Set Menu

Beef curry

ビーフカレー 870¥

Hayashi rice

ハヤシライス 870¥

全てのランチMENUに
サラダとドリンクが付きます
全てのランチMENUに

サラダとドリンクが付きます

Cheese topping

チーズ トッピング 50¥

Iron plate napolitan

鉄板ナポリタン 870¥
Iron plate cheese napolitan

鉄板チーズナポリタン 920¥ （パンかライスをお選びください） （ライスが付きます）

Iron plate Hamburg Steak

鉄板ハンバーグ ¥ 1,000
Iron plate Fried noodles

鉄板 焼きそば 870¥

monday
Lunch Time : 11:30~14:00

Chicken cutlet curry

チキンカツカレー 1,000¥

（月曜日）



Blend coffee

ブレンドコーヒー
American coffee

アメリカンコーヒー
Cafe au lait

カフェオレ

Ice Cafe au lait

アイスオレ

Milk coffee

ミルクコーヒー

Ice Milk coffee

アイスミルクコーヒー

Ice coffee

アイスコーヒー

Straight tea

ストレートティー
Lemon tea

レモンティー
Milk tea

ミルクティー
Ice Straight tea

アイスストレートティー
Ice Lemon tea

アイスレモンティー
Ice Milk tea

アイスミルクティー

Orange juice

オレンジジュース

Apple juice

りんごジュース
Milk

ミルク（Ice / Hot)

Calpis soda

カルピスソーダ

Cola

コーラ
Soda water

ソーダ水
Calpis

カルピス

drink

{daily menu pasta }

{ Iron plate menu}

100¥ 150¥ 150¥ 250¥

{ rice menu }

dessert set

Vanilla soft

[バニラソフト]
Matcha soft

[ 抹茶ソフト]
Mix soft

[ MIXソフト]
cake set

[ ケーキセット ]

Set Menu

Iron plate napolitan

鉄板ナポリタン 870¥
Iron plate cheese napolitan

鉄板チーズナポリタン 920¥ （パンかライスをお選びください） （ライスが付きます）

Iron plate Hamburg Steak

鉄板ハンバーグ ¥ 1,000
Iron plate Fried noodles

鉄板 焼きそば 870¥

Beef curry

ビーフカレー 870¥

Hayashi rice

ハヤシライス 870¥

全てのランチMENUに
サラダとドリンクが付きます
全てのランチMENUに

サラダとドリンクが付きます

Cheese topping

チーズ トッピング 50¥

Carbonara

カルボナーラ 920¥
Shrimp tomato cream

エビのトマトクリーム 920¥
Spinach and Tomato  Sauce

ほうれん草ときのこのトマトソース 920¥

Tuesday
Lunch Time : 11:30~14:00

Chicken cutlet curry

チキンカツカレー 1,000¥

（火曜日）



Blend coffee

ブレンドコーヒー
American coffee

アメリカンコーヒー
Cafe au lait

カフェオレ

Ice Cafe au lait

アイスオレ

Milk coffee

ミルクコーヒー

Ice Milk coffee

アイスミルクコーヒー

Ice coffee

アイスコーヒー

Straight tea

ストレートティー
Lemon tea

レモンティー
Milk tea

ミルクティー
Ice Straight tea

アイスストレートティー
Ice Lemon tea

アイスレモンティー
Ice Milk tea

アイスミルクティー

Orange juice

オレンジジュース

Apple juice

りんごジュース
Milk

ミルク（Ice / Hot)

Calpis soda

カルピスソーダ

Cola

コーラ
Soda water

ソーダ水
Calpis

カルピス

drink

{daily menu pasta }

{ Iron plate menu}

100¥ 150¥ 150¥ 250¥

{ rice menu }

dessert set

Vanilla soft

[バニラソフト]
Matcha soft

[ 抹茶ソフト]
Mix soft

[ MIXソフト]
cake set

[ ケーキセット ]

Set Menu

Beef curry

ビーフカレー 870¥

Hayashi rice

ハヤシライス 870¥

全てのランチMENUに
サラダとドリンクが付きます
全てのランチMENUに

サラダとドリンクが付きます

Cheese topping

チーズ トッピング 50¥

Spinach and salmon cream sauce

ほうれん草とサーモンクリームソース 920¥
Shrimp tomato cream

エビのトマトクリーム 920¥
Japanese pasta with tuna and cabbage

ツナとキャベツの和風パスタ 920¥

Iron plate napolitan

鉄板ナポリタン 870¥
Iron plate cheese napolitan

鉄板チーズナポリタン 920¥ （パンかライスをお選びください） （ライスが付きます）

Iron plate Hamburg Steak

鉄板ハンバーグ ¥ 1,000
Iron plate Fried noodles

鉄板 焼きそば 870¥

Wednesday
Lunch Time : 11:30~14:00

Chicken cutlet curry

チキンカツカレー 1,000¥

（水曜日）



Blend coffee

ブレンドコーヒー
American coffee

アメリカンコーヒー
Cafe au lait

カフェオレ

Ice Cafe au lait

アイスオレ

Milk coffee

ミルクコーヒー

Ice Milk coffee

アイスミルクコーヒー

Ice coffee

アイスコーヒー

Straight tea

ストレートティー
Lemon tea

レモンティー
Milk tea

ミルクティー
Ice Straight tea

アイスストレートティー
Ice Lemon tea

アイスレモンティー
Ice Milk tea

アイスミルクティー

Orange juice

オレンジジュース

Apple juice

りんごジュース
Milk

ミルク（Ice / Hot)

Calpis soda

カルピスソーダ

Cola

コーラ
Soda water

ソーダ水
Calpis

カルピス

drink

{daily menu pasta }

{ Iron plate menu}

100¥ 150¥ 150¥ 250¥

{ rice menu }

dessert set

Vanilla soft

[バニラソフト]
Matcha soft

[ 抹茶ソフト]
Mix soft

[ MIXソフト]
cake set

[ ケーキセット ]

Set Menu

Beef curry

ビーフカレー 870¥

Hayashi rice

ハヤシライス 870¥

全てのランチMENUに
サラダとドリンクが付きます
全てのランチMENUに

サラダとドリンクが付きます

Cheese topping

チーズ トッピング 50¥

Spinach and Tomato Cream Sauce

ほうれん草ときのこのトマトクリームソース 920¥
Eggplant and bacon arabita

ナスとベーコンのアラビアータ 920¥
Carbonara

カルボナーラ 920¥

Iron plate napolitan

鉄板ナポリタン 870¥
Iron plate cheese napolitan

鉄板チーズナポリタン 920¥ （パンかライスをお選びください） （ライスが付きます）

Iron plate Hamburg Steak

鉄板ハンバーグ ¥ 1,000
Iron plate Fried noodles

鉄板 焼きそば 870¥

Thursday
Lunch Time : 11:30~14:00

Chicken cutlet curry

チキンカツカレー 1,000¥

（木曜日）



Blend coffee

ブレンドコーヒー
American coffee

アメリカンコーヒー
Cafe au lait

カフェオレ

Ice Cafe au lait

アイスオレ

Milk coffee

ミルクコーヒー

Ice Milk coffee

アイスミルクコーヒー

Ice coffee

アイスコーヒー

Straight tea

ストレートティー
Lemon tea

レモンティー
Milk tea

ミルクティー
Ice Straight tea

アイスストレートティー
Ice Lemon tea

アイスレモンティー
Ice Milk tea

アイスミルクティー

Orange juice

オレンジジュース

Apple juice

りんごジュース
Milk

ミルク（Ice / Hot)

Calpis soda

カルピスソーダ

Cola

コーラ
Soda water

ソーダ水
Calpis

カルピス

drink

{daily menu pasta }

{ Iron plate menu}

100¥ 150¥ 150¥ 250¥

{ rice menu }

dessert set

Vanilla soft

[バニラソフト]
Matcha soft

[ 抹茶ソフト]
Mix soft

[ MIXソフト]
cake set

[ ケーキセット ]

Set Menu

Beef curry

ビーフカレー 870¥

Hayashi rice

ハヤシライス 870¥

全てのランチMENUに
サラダとドリンクが付きます
全てのランチMENUに

サラダとドリンクが付きます

Cheese topping

チーズ トッピング 50¥

Shrimp tomato cream

エビのトマトクリーム 920¥

{ Iron plate menu}

Japanese pasta with tuna and cabbage

ツナとキャベツの和風パスタ 920¥
Spinach and Tomato  Sauce

ほうれん草ときのこのトマトソース 920¥

Iron plate napolitan

鉄板ナポリタン 870¥
Iron plate cheese napolitan

鉄板チーズナポリタン 920¥ （パンかライスをお選びください） （ライスが付きます）

Iron plate Hamburg Steak

鉄板ハンバーグ ¥ 1,000
Iron plate Fried noodles

鉄板 焼きそば 870¥

Friday
Lunch Time : 11:30~14:00

Chicken cutlet curry

チキンカツカレー 1,000¥

（金曜日）



Blend coffee

ブレンドコーヒー
American coffee

アメリカンコーヒー
Cafe au lait

カフェオレ

Ice Cafe au lait

アイスオレ

Milk coffee

ミルクコーヒー

Ice Milk coffee

アイスミルクコーヒー

Ice coffee

アイスコーヒー

Straight tea

ストレートティー
Lemon tea

レモンティー
Milk tea

ミルクティー
Ice Straight tea

アイスストレートティー
Ice Lemon tea

アイスレモンティー
Ice Milk tea

アイスミルクティー

Orange juice

オレンジジュース

Apple juice

りんごジュース
Milk

ミルク（Ice / Hot)

Calpis soda

カルピスソーダ

Cola

コーラ
Soda water

ソーダ水
Calpis

カルピス

drink

{daily menu pasta }

{ Iron plate menu}

100¥ 150¥ 150¥ 250¥

{ rice menu }

dessert set

Vanilla soft

[バニラソフト]
Matcha soft

[ 抹茶ソフト]
Mix soft

[ MIXソフト]
cake set

[ ケーキセット ]

Set Menu

Beef curry

ビーフカレー 870¥

Hayashi rice

ハヤシライス 870¥

全てのランチMENUに
サラダとドリンクが付きます
全てのランチMENUに

サラダとドリンクが付きます

Cheese topping

チーズ トッピング 50¥

Spinach and Tomato Cream Sauce

ほうれん草ときのこのトマトクリームソース 920¥
Eggplant and bacon arabita

ナスとベーコンのアラビアータ 920¥
Spinach and salmon cream sauce

ほうれん草とサーモンクリームソース 920¥

Iron plate napolitan

鉄板ナポリタン 870¥
Iron plate cheese napolitan

鉄板チーズナポリタン 920¥ （パンかライスをお選びください） （ライスが付きます）

Iron plate Hamburg Steak

鉄板ハンバーグ ¥ 1,000
Iron plate Fried noodles

鉄板 焼きそば 870¥

Saturday
Lunch Time : 11:30~14:00

Chicken cutlet curry

チキンカツカレー 1,000¥

（土曜日）



Blend coffee

ブレンドコーヒー
American coffee

アメリカンコーヒー
Cafe au lait

カフェオレ

Ice Cafe au lait

アイスオレ

Milk coffee

ミルクコーヒー

Ice Milk coffee

アイスミルクコーヒー

Ice coffee

アイスコーヒー

Straight tea

ストレートティー
Lemon tea

レモンティー
Milk tea

ミルクティー
Ice Straight tea

アイスストレートティー
Ice Lemon tea

アイスレモンティー
Ice Milk tea

アイスミルクティー

Orange juice

オレンジジュース

Apple juice

りんごジュース
Milk

ミルク（Ice / Hot)

Calpis soda

カルピスソーダ

Cola

コーラ
Soda water

ソーダ水
Calpis

カルピス

drink

{daily menu pasta }

{ Iron plate menu}

100¥ 150¥ 150¥ 250¥

{ rice menu }

dessert set

Vanilla soft

[バニラソフト]
Matcha soft

[ 抹茶ソフト]
Mix soft

[ MIXソフト]
cake set

[ ケーキセット ]

Set Menu

Beef curry

ビーフカレー 870¥

Hayashi rice

ハヤシライス 870¥

全てのランチMENUに
サラダとドリンクが付きます
全てのランチMENUに

サラダとドリンクが付きます

Cheese topping

チーズ トッピング 50¥

Spinach and Tomato  Sauce

ほうれん草ときのこのトマトソース 920¥
Carbonara

カルボナーラ 920¥
Spinach and salmon cream sauce

ほうれん草とサーモンクリームソース 920¥

Iron plate napolitan

鉄板ナポリタン 870¥
Iron plate cheese napolitan

鉄板チーズナポリタン 920¥ （パンかライスをお選びください） （ライスが付きます）

Iron plate Hamburg Steak

鉄板ハンバーグ ¥ 1,000
Iron plate Fried noodles

鉄板 焼きそば 870¥

Sunday
Lunch Time : 11:30~14:00

Chicken cutlet curry

チキンカツカレー 1,000¥

（日曜日）





  

DRINK SET ドリンクセット

DESSERT   MENU
デザートメニュー

ドリンクセットメニュー
（ドリンクとセットでのご注文のみのメニューです。）

SWEETS スウィーツ

+ ドリンク代+ ドリンク代

抹茶ソフト

バニラソフト

スウィーツメニュー
（単品でもご注文いただけるメニューです。）

＊すべて税込み価格です＊

＊バニラソフト・黒蜜＊＊コーヒーゼリー・バニラソフト・コーヒーシロップ＊

＊バニラ・抹茶MIXソフトにもできます＊

＊バニラソフト・メイプルシロップ＊

＊ランチのデザートとしてもご注文いただけます＊

+ ドリンク代 + ドリンク代

https://www.secure.pixiv.net/signup.php?ref=medium_image_cool


Chocolate

隠し味にコーヒーシロップを使った

当店オリジナルです！

チョコレートの風味がベストマッチ！



Blueberry
Strawberry

Raspberry

ラズベリーの爽やかな香りと甘みで

紅茶の風味を活かしたフルーツティー

３種類のベリー果実で豊かな彩りと

味わいに仕上げました。


	1.月曜日(高富店)
	2.火曜日(高富店)
	3.水曜日(高富店)
	4.木曜日(高富店)
	5.金曜日(高富店)
	6.土曜日(高富店)
	7.日曜日(高富店)
	カレーメニュー下地茶色 (1)
	デザートセット2021春(鏡島・高富のみ使用)
	バナナジュース(鏡島・高富のみ)
	ラズベリーティー(高富店のみ)

