
ツナマヨピザ
Tuna Mayo Pizza

S ： \980+ 税　　M ： \1,470+ 税

ツナマヨピザ
Tuna Mayo Pizza

S ： \980+ 税　　M ： \1,470+ 税

ツナ、 オニオン、 ２色ピーマン、 チーズ、 人参ツナ、 オニオン、 ２色ピーマン、 チーズ、 人参

マヨコーンピザ
Mayo Corn Pizza

S ： \880+ 税　　M ： \1,320+ 税

マヨコーンピザ
Mayo Corn Pizza

S ： \880+ 税　　M ： \1,320+ 税

コーン、 オリーブ、 オニオン、 ２色ピーマン、 チーズ、 人参コーン、 オリーブ、 オニオン、 ２色ピーマン、 チーズ、 人参

マッシュルームピザ
Mushroom Pizza

S ： \880+ 税　　M ： \1,320+ 税

マッシュルームピザ
Mushroom Pizza

S ： \880+ 税　　M ： \1,320+ 税

マッシュルーム、 オリーブ、 オニオン、 ２色ピーマン、 チーズ、 人参マッシュルーム、 オリーブ、 オニオン、 ２色ピーマン、 チーズ、 人参

プレーンピザ
Plain Pizza

S ： \480+ 税　　M ： \1,170+ 税

プレーンピザ
Plain Pizza

S ： \480+ 税　　M ： \1,170+ 税

オニオン、 ２色ピーマン、 チーズ、 人参オニオン、 ２色ピーマン、 チーズ、 人参

シーフドピザ
Seafood Pizza

S ： \1,080+ 税　　M ： \1,620+ 税

シーフドピザ
Seafood Pizza

S ： \1,080+ 税　　M ： \1,620+ 税

えび、 いか、 あさり、 オニオン、 ２色ピーマン、 チーズ、 人参えび、 いか、 あさり、 オニオン、 ２色ピーマン、 チーズ、 人参

ソーセージピザ
Sausage Pizza

S ： \980+ 税　　M ： \1,470+ 税

ソーセージピザ
Sausage Pizza

S ： \980+ 税　　M ： \1,470+ 税

ソーセージ、 オニオン、 ２色ピーマン、 チーズ、 人参ソーセージ、 オニオン、 ２色ピーマン、 チーズ、 人参

辛口カレーピザ
Spicy Curry Pizza

S ： \880+ 税　　M ： \1,320+ 税

辛口カレーピザ
Spicy Curry Pizza

S ： \880+ 税　　M ： \1,320+ 税

辛口カレー、 オニオン、 ２色ピーマン、 チーズ、 人参辛口カレー、 オニオン、 ２色ピーマン、 チーズ、 人参

ミートデラックスピザ
Ｍｅａｔ　ＤＸ Pizza

S ： \1,080+ 税　　M ： \1,620+ 税

ミートデラックスピザ
Ｍｅａｔ　ＤＸ Pizza

S ： \1,080+ 税　　M ： \1,620+ 税

シシカバブ、 タンドリーチキン、 ソーセージ、 オニオン、 ２色ピーマン、 チーズ、 人参シシカバブ、 タンドリーチキン、 ソーセージ、 オニオン、 ２色ピーマン、 チーズ、 人参

シシカバブピザ
Seekh Kabab Pizza

S ： \980+ 税　　M ： \1,470+ 税

シシカバブピザ
Seekh Kabab Pizza

S ： \980+ 税　　M ： \1,470+ 税

シシカバブ、 オニオン、 ２色ピーマン、 チーズ、 人参シシカバブ、 オニオン、 ２色ピーマン、 チーズ、 人参

タンドリーチキンピザ
Tandoori Chicken Pizza

S ： \980+ 税　　M ： \1,470+ 税

タンドリーチキンピザ
Tandoori Chicken Pizza

S ： \980+ 税　　M ： \1,470+ 税

タンドリーチキン、 オニオン、 ２色ピーマン、 チーズ、 人参タンドリーチキン、 オニオン、 ２色ピーマン、 チーズ、 人参

甘口バターチキンピザ
Ｂｕｔｔｅｒ　Ｃｈｉｃｋｅｎ Pizza

S ： \980+ 税　　M ： \1,470+ 税

甘口バターチキンピザ
Ｂｕｔｔｅｒ　Ｃｈｉｃｋｅｎ Pizza

S ： \980+ 税　　M ： \1,470+ 税

バターチキンカレー、 オニオン、 ２色ピーマン、 チーズ、 人参バターチキンカレー、 オニオン、 ２色ピーマン、 チーズ、 人参

SS MM約20ｃｍ約20ｃｍ 約27ｃｍ約27ｃｍ

ＳＩＺＥＳＩＺＥ
サイズは２種類サイズは２種類

お一人様サイズお一人様サイズ お二人様でシェアできますお二人様でシェアできます

マッシュルームマッシュルーム
MushroomMushroom

コーンコーン
CornCorn

ダブルチーズダブルチーズ
Double CheeseDouble Cheese

ツナツナ
TunaTuna

シーフードシーフード
SeafoodSeafood

辛口カレーソース変更辛口カレーソース変更
Spicy Curry SauceSpicy Curry Sauce

シシカバブシシカバブ
Seekh KababSeekh Kabab

タンドリーチキンタンドリーチキン
Tandoori ChickenTandoori Chicken

ソーセージソーセージ
SausageSausage

甘口カレーソース変更甘口カレーソース変更
Mild Butter Chicken SauceMild Butter Chicken Sauce

TOPPINGSTOPPINGS
お好みで
トッピングも
できます!!

お好みで
トッピングも
できます!! Ｓ： \100+ 税

Ｍ： \200+ 税
Ｓ： \100+ 税

Ｍ： \200+ 税
Ｓ： \100+ 税

Ｍ： \200+ 税
Ｓ： \100+ 税

Ｍ： \200+ 税
Ｓ： \100+ 税

Ｍ： \200+ 税
Ｓ： \100+ 税

Ｍ： \200+ 税
Ｓ： \150+ 税

Ｍ： \250+ 税
Ｓ： \150+ 税

Ｍ： \250+ 税

Ｓ： \150+ 税

Ｍ： \250+ 税
Ｓ： \150+ 税

Ｍ： \250+ 税
Ｓ： \100+ 税

Ｍ： \200+ 税
Ｓ： \100+ 税

Ｍ： \200+ 税
Ｓ： \200+ 税

Ｍ： \300+ 税
Ｓ： \200+ 税

Ｍ： \300+ 税
Ｓ： \100+ 税

Ｍ： \200+ 税
Ｓ： \100+ 税

Ｍ： \200+ 税
Ｓ： \150+ 税

Ｍ： \250+ 税
Ｓ： \150+ 税

Ｍ： \250+ 税
Ｓ： \150+ 税

Ｍ： \250+ 税
Ｓ： \150+ 税

Ｍ： \250+ 税

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

71 7269 7067 6865 6663 6461 62



ツナマヨ
Tuna Mayonaise

ツナマヨ
Tuna Mayonaise

ツナサラダ、 オニオン、 ピーマン、 トマト、 オリーブ、 レタスツナサラダ、 オニオン、 ピーマン、 トマト、 オリーブ、 レタス

たまごマヨ
Egg Ｍａｙｏｎａｉｓｅ

たまごマヨ
Egg Ｍａｙｏｎａｉｓｅ

たまごサラダ、 オニオン、 ピーマン、 トマト、 オリーブ、 レタスたまごサラダ、 オニオン、 ピーマン、 トマト、 オリーブ、 レタス

ベジ　& チーズ
Vege & Cheese
ベジ　& チーズ
Vege & Cheese

チーズ、 オニオン、 ピーマン、 トマト、 オリーブ、 レタスチーズ、 オニオン、 ピーマン、 トマト、 オリーブ、 レタス

ベジタブル
Vegetable
ベジタブル
Vegetable

オニオン、 ピーマン、 トマト、 オリーブ、 レタスオニオン、 ピーマン、 トマト、 オリーブ、 レタス

ローストチキン
Rosted Chicken
ローストチキン

Rosted Chicken
ローストチキン、 オニオン、 ピーマン、 トマト、 オリーブ、 レタスローストチキン、 オニオン、 ピーマン、 トマト、 オリーブ、 レタス

チキン＆チーズ
Ｃｈｉｃｋｅｎ　＆　Ｃｈｅｅｓｅ

チキン＆チーズ
Ｃｈｉｃｋｅｎ　＆　Ｃｈｅｅｓｅ

ローストチキン、 チーズ、 オニオン、 ピーマン、 トマト、 オリーブ、 レタスローストチキン、 チーズ、 オニオン、 ピーマン、 トマト、 オリーブ、 レタス

チキンバーガー
Chicken Burger
チキンバーガー
Chicken Burger

オリジナルのスパイシーな揚げ焼きチキン入りオリジナルのスパイシーな揚げ焼きチキン入り

えびアボカド
Shrimp & Avocado

えびアボカド
Shrimp & Avocado

エビ、 アボカド、 オニオン、 ピーマン、 トマト、 オリーブ、 レタスエビ、 アボカド、 オニオン、 ピーマン、 トマト、 オリーブ、 レタス

本格タンドリーチキン
Tandoori Chicken

本格タンドリーチキン
Tandoori Chicken

骨なしタンドリーチキン、 オニオン、 ピーマン、 トマト、 オリーブ、 レタス骨なしタンドリーチキン、 オニオン、 ピーマン、 トマト、 オリーブ、 レタス

てりやきチキン
Ｔｅｒｉｙａｋｉ　Ｃｈｉｃｋｅｎ
てりやきチキン

Ｔｅｒｉｙａｋｉ　Ｃｈｉｃｋｅｎ
てりやきチキン、 オニオン、 ピーマン、 トマト、 オリーブ、 レタスてりやきチキン、 オニオン、 ピーマン、 トマト、 オリーブ、 レタス

ビーフバーガー
Beef Burger

ビーフバーガー
Beef Burger

一味違う独自のジューシービーフパティ一味違う独自のジューシービーフパティ

ＳＩＤＥ　ＭＥＮＵＳＩＤＥ　ＭＥＮＵ

SET　ＭＥＮＵ

サイドメニューサイドメニュー

セットメニュー

チーズチーズ
CheeseCheese

えびえび
ShrimpShrimp

アボカドアボカド
AvokadoAvokado

ツナツナ
TunaTuna

TOPPINGSTOPPINGS
お好みで
トッピングも
できます!!

お好みで
トッピングも
できます!!

\40+ 税\40+ 税

たまごサラダたまごサラダ
Egg SaladEgg Salad

\60+ 税\60+ 税

\100+ 税\100+ 税\100+ 税\100+ 税 \100+ 税\100+ 税

81 82 83 84 85

919089888786

Sandwich
Sandwich

& Burger
& Burger

ポテトフライポテトフライ

ポテト(M)
＋

ドリンク

Potato FryPotato Fry

\280+ 税\280+ 税

\2５0+ 税

92

ＳＡＵＣＥＳＡＵＣＥ お好みのソースに変更できます!!お好みのソースに変更できます!!

シーザーシーザー
Caesar DressingCaesar Dressing
チーズの濃厚な風味チーズの濃厚な風味

オリジナルオリジナル
Original DressingOriginal Dressing
伝統のオニオン風味伝統のオニオン風味

わさび醤油マヨわさび醤油マヨ
Wasabi Shoyu MayoWasabi Shoyu Mayo
人気の和風ソースです人気の和風ソースです

スパイシートマトスパイシートマト
Spicy TomatoSpicy Tomato
ホットチリが効いた大人の辛口ホットチリが効いた大人の辛口

ハニーマスタードハニーマスタード
Ｈｏｎｅｙ　ＭｕｓｔａｒｄＨｏｎｅｙ　Ｍｕｓｔａｒｄ
まろやかな甘みとマスタードの刺激まろやかな甘みとマスタードの刺激

マヨネーズマヨネーズ
MayonaiseMayonaise
定番のマイルドマヨネーズ定番のマイルドマヨネーズ

\３７０+税\3９0+税\２９0+税\２９0+税\２５0+税

\３８０+税\3２0+税\４２0+税\３９0+税\３９0+税\４２0+税


