
LIGHT MEALS 軽食 

Combination salad         ¥1,300

コンビネーションサラダ

Soup of the day ¥1,000

本日のスープ 

*Homemade Danish pastries       ¥1,000

*おすすめ自家製デニッシュ（3種）  (*¥870) 

SET MENU セットメニュー 

Served with salad, coffee or tea / サラダとコーヒーまたは紅茶付き 

Beef curry with steamed rice ¥2,700 

ビーフカレー 

Hashed beef with steamed rice              ¥2,700

ハヤシライス

For menu ingredients queries: please ask your server. 

アレルギー・食材についてのご質問は、スタッフにお尋ねください。 

Prices are inclusive of service charge and tax. / 記載の料金にはサービス料・税金が含まれております。 

Draft beer 生ビール                                                                                                        ¥1,250 

Non alcoholic beer ノンアルコールビール                        ¥          900 

Coffee ブレンドコーヒー                                                                                                                      ¥1,000 

Espresso エスプレッソ                                                     ¥1,000 

Caffé latte カフェラテ                                                 ¥1,000 

Cappuccino カプチーノ                                                  ¥1,000 

Decaffeinated coffee                                                                                                                   ¥1,000 

カフェインレスコーヒー

Black tea 紅茶 ¥1,000

＊Drink 

Coca colaコカ・コーラ                                                                              ¥        800 

Ginger ale ジンジャーエール                                                                                          ¥        800 

Oolong tea ウーロン茶                                                                                  ¥        800 

Cranberry juice クランベリージュース                                                                          ¥        800 

Pineapple juice パイナップルジュース                                                           ¥          800 

Red Orange juice レッドオレンジジュース                      ¥        800 

Guava juice グァバジュース                                         ¥            800 

Orange juice オレンジジュース                                                                      ¥        750 

Pink grapefruit juice      ¥ 750

ピンクグレープフルーツジュース 

Apple juice アップルジュース ¥ 750

＊Marked items are also available for takeaway. / ＊印のアイテムはテイクアウトができます。 
＊Prices of takeaway items are different from the above.  Please ask your server. 

テイクアウトの際は上記と料金が異なります。スタッフにお尋ねください。

DOG FRIENDLY TERRACE 
ドッグフレンドリーテラス
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Draft beer / 生ビール        ￥1,080 

Non alcoholic beer / ノンアルコールビール          ￥    780 

Coca cola / コカ・コーラ      ￥          690 

Ginger ale / ジンジャーエール     ￥          690 

Oolong tea / ウーロン茶     ￥          690 

Cranberry juice / クランベリージュース             ￥          690 

Pineapple juice / パイナップルジュース        ￥          690 

Red orange juice / レッドオレンジジュース      ￥          690 

Guava juice / グァバジュース      ￥          690 

Orange juice / オレンジジュース              ￥          690 

Pink grapefruit juice / ピンクグレープフルーツジュース ￥          690 

Apple juice / アップルジュース             ￥          690 

Coffee / ブレンドコーヒー     ￥           500 

Espresso / エスプレッソ              ￥          550 

Caffé latte / カフェラテ       ￥          550 

Cappuccino / カプチーノ                ￥          550 

Decaffeinated coffee / カフェインレスコーヒー      ￥          550 

Black tea / 紅茶      ￥          550 

For menu ingredients queries: please ask your server. 

アレルギー・食材についてのご質問は、スタッフにお尋ねください。 

Prices are inclusive of 8% tax. / 記載の料金には8％の税金が含まれております。 

DOG FRIENDLY TERRACE 
ドッグフレンドリーテラス

Takeaway Drink Menu 

12:00-15:00 Last Order 
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