
バカルディ
BACARDI

※仕入れ状況により変更になる場合や、在庫切れ商品もございますのでご了承ください。　※単品は記載の価格でご注文いただけます。

きめ細やかな泡で、
上品な香りが魅力的な
スパークリングワインです。

バカルディ・モヒート
オレンジモヒート
パインモヒート
グレープフルーツモヒート
ジンジャーモヒート
コーラモヒート

バカルディ・モヒート
オレンジモヒート
パインモヒート
グレープフルーツモヒート
ジンジャーモヒート
コーラモヒート

ラムハイ
ラムハイコーク
ラムハイジンジャー

ラムハイ
ラムハイコーク
ラムハイジンジャー

わら麦（麦焼酎）
からり芋（芋焼酎）
わら麦（麦焼酎）
からり芋（芋焼酎）プレミアム 1,680yen

右記の単品メニューが飲み放題になります。

500yen
右記のソフトドリンクが飲み放題になります。

価 格 は 全て税 別です

ソフトドリンク

1．飲み放題はセルフスタイルとなります。
　お代わりは空いたコップを売店までお持ちください。

2．ラストオーダーは各部終了時間の30分前となります。

3．グループ全員が対象で利用しない方と混在はできません。
　オールドリンクとソフトドリンクの組み合わせは可能です。
　ご利用時に必ずどちらかの飲み放題をお選びください。
　遅れて合流された方もスタート時間は同時扱いになります。

4．大人の方もソフトドリンクをご利用いただけます。

5．終了後、飲み残しは所定の場所(ポリバケツ)に捨ててください。

6．飲み放題の時間延長はできません。終了後は単品でご注文ください。

スパークリングワイン

ミモザ

キール・ロワイヤル

プリンセス

しゅわしゅわスパークリング

（ポールスター）

（スパークリング＋オレンジジュース）

（スパークリング＋カシスリキュール）

（スパークリング＋ピーチリキュール）

（ポールスター＋ソーダ）

スパークリングワイン

ミモザ

キール・ロワイヤル

プリンセス

しゅわしゅわスパークリング

（ポールスター）

（スパークリング＋オレンジジュース）

（スパークリング＋カシスリキュール）

（スパークリング＋ピーチリキュール）

（ポールスター＋ソーダ）

（ポールスター）

（スパークリング＋オレンジジュース）

（スパークリング＋カシスリキュール）

（スパークリング＋ピーチリキュール）

（ポールスター＋ソーダ）

（ポールスター）

（スパークリング＋オレンジジュース）

（スパークリング＋カシスリキュール）

（スパークリング＋ピーチリキュール）

（ポールスター＋ソーダ）

コカ・コーラ
ジンジャーエール
カルピス
カルピスソーダ

オレンジジュース
グレープフルーツジュース
大人のレモンスカッシュ
ウーロン茶

セイロンブレンドティー
ジャスミンティー

深蒸し静岡煎茶

（赤ワイン＋オレンジ）

（白ワイン＋グレープフルーツ）

（赤ワイン＋コーラ）

（赤ワイン＋ジンジャーエール）

（白ワイン＋ジンジャーエール）

赤ワイン/白ワイン

サングリア赤

サングリア白

カリモーチョ

キティ

スプリッツァー 

ハイボール
レモンハイボール
グレープフルーツハイボール
コーラハイボール
ジンジャーハイボール

ハイボール
レモンハイボール
グレープフルーツハイボール
コーラハイボール
ジンジャーハイボール

カクテル
COCKTAIL

ワイン
WINE

ソフトドリンク
SOFT DRINK

ホットドリンク
HOT DRINK

飲み放題対象外・単品メニュー

バカルディラムハイ
RUM-HIGH

焼　酎
SHOCHU

ハイボール
HIGH-BALL

樽詰スパークリング
SPARKLING

500yen 500yen

500yen

500yen 500yen

男梅サワー
ドライレモンサワー
グレープフルーツサワー
ウーロンハイ
緑茶ハイ
アイスティーサワー
カルピスサワー
コーラサワー
ジンジャーサワー

男梅サワー
ドライレモンサワー
グレープフルーツサワー
ウーロンハイ
緑茶ハイ
アイスティーサワー
カルピスサワー
コーラサワー
ジンジャーサワー

サワー
SOUR

400yen

梅酒ソーダ
梅酒水割り
梅ハイジンジャー
梅オレンジ

梅酒ソーダ
梅酒水割り
梅ハイジンジャー
梅オレンジ

梅　酒
UMESHU 400yen

400yen
500yen

オススメ

オススメ

ビール
BEER 500yen

150yen

オーガニックコーヒー
カフェインレスコーヒー 200yen200yen

300yen300yen
200yen

FREE
DRINK
MENU

ブルーマウンテン（HOT）
ハワイ コナブレンド（HOT）
アイスコーヒー

500yen
400yen
400yen

モスコミュール
スクリュードライバー
ウォッカグレープフルーツ

カシスソーダ
カシスウーロン
カシスアイスティー
カシスグレープフルーツソーダ
カシスオレンジ

ピーチソーダ
ピーチウーロン
ピーチアイスティー
ピーチグレープフルーツソーダ
ファジーネーブル
キューバンスクリュー

モスコミュール
スクリュードライバー
ウォッカグレープフルーツ

カシスソーダ
カシスウーロン
カシスアイスティー
カシスグレープフルーツソーダ
カシスオレンジ

ピーチソーダ
ピーチウーロン
ピーチアイスティー
ピーチグレープフルーツソーダ
ファジーネーブル
キューバンスクリュー

シャンディガフ
カシスビア
シャンディガフ
カシスビア

サッポロ
黒ラベル
サッポロ
黒ラベル

※仕入れ状況により変更になる場合や、在庫切れ商品もございますのでご了承ください。　

CAFE
MENU

ソフトドリンク
SOFT DRINK

コーヒー・ティー
COFFEE・TEA

コカ・コーラ
ジンジャーエール
カルピス
カルピスソーダ

オレンジジュース
グレープフルーツジュース
大人のレモンスカッシュ
ウーロン茶 150yen

Organic coffee/オーガニックコーヒー（HOT）

Decaffeinated coffee/カフェインレスコーヒー（HOT） 200yen

Ceylon blend tea/セイロンブレンドティー（HOT）

Jasmine tea/ジャスミンティー（HOT） 300yen

Green tea/深蒸し静岡煎茶（HOT） 200yen

400yen
Hawaii  Kona coffee/ハワイ コナブレンド（HOT）

Ice coffee/アイスコーヒー

500yenBlue mountain/ブルーマウンテン（HOT）

■■  D R I N K  M E N U  ■■

■■ F O O D S  M E N U  ■■

・牛カルビ 125g
・鶏もも肉 100g
・キッズソーセージ 2本
・カットコーン 1切れ
・焼きおにぎり 1個

キッズだって本格的BBQ！
お子様に人気のメニューを揃えました。

ソフトドリンク飲み放題 2,180yen

食材セットのみ：お一人様980円

手ぶらセット料金 (お一人様)

・US熟成牛 125g
・豚ロース
・JOHNSONVILLE
  プレミアムソーセージ
・BBQグリル野菜
  （ピーマン、エリンギ、ジャガイモ、ズッキーニ）
・焼きそばセット
・ローストナッツ 30g

40日間熟成したアンガス牛は旨味が強く柔らかさが特徴。
BBQ定番これは食べたい！が揃いました！
お肉だけで約300gとボリュームもたっぷり！

ソフトドリンク飲み放題 3,180yen

食材セットのみ：お一人様1,980円 ※2名様：3,960円

ソフトドリンク飲み放題 4,680yen 5,860yenプレミアム飲み放題

手ぶらセット料金 (お一人様)

・US熟成牛 125g
・鶏もも肉 100g
・JOHNSONVILLE
  プレミアムソーセージ
・BBQグリル野菜
  (ピーマン、エリンギ、ジャガイモ、ズッキーニ）
・焼おにぎり 1個

熟成牛もはいったお手ごろセット。お手軽価格でも内容はしっかり！

ソフトドリンク飲み放題 2,980yen

食材セットのみ：お一人様1,780円※2名様：3,560円

ソフトドリンク飲み放題 4,480yen 5,660yenプレミアム飲み放題

手ぶらセット料金 (お一人様)

・US熟成牛 125g
・豚ロース 
・JOHNSONVILLE
  プレミアムソーセージ
・BBQグリル野菜
  (ピーマン、エリンギ、ジャガイモ、ズッキーニ）
・シーフードセット （帆立、イカ、海老）
・焼きそばセット
・ローストナッツ 30g

熟成牛・シーフード盛り合わせ・野菜・焼きそばが入った全7種の
セットはボリューム満点！欲張りさんも大満足！

ソフトドリンク飲み放題 3,680yen

食材セットのみ：お一人様2,480円 ※2名様：4,960円

ソフトドリンク飲み放題 5,180yen 6,360yenプレミアム飲み放題

手ぶらセット料金 (お一人様)

●要予約食材は、ご利用日3日前まで（優先予約は5日前）までに
　ご予約・お支払いが必要です。
●内容や内容量は、仕入れ状況によって一部変更となる場合も
　ございます。
●食材セットにはオリジナルBBQソースが適量付きます。
●安全に考慮し食材は基本真空パックで素材別に個包装された
　状態で提供致します。（1部商品を除く）
●保冷剤を入れたクーラーバッグに入れて保冷状態を保ってお渡し
　しております。
●お席でのお客様の管理におきましてはクーラーバッグから出した
　食材は放置せずできるだけお早めに調理してお召し上がり下さい。
　すぐに調理されないものはクーラーバッグでの保冷状態を維持して
　いただける様にお願い致します。

・トマホーク （1kg以上）
・ロースステーキ 4枚
・牛ロース 500g
・BBQグリル野菜
  (ピーマン、エリンギ、ジャガイモ、ズッキーニ）
・オイルサーディン1缶
・バケット1本
・ローストナッツ30g
・スモア4個

BBQスペシャルメニュー。映えること間違いなしの1ポンドトマホークステーキがメイン！
ウェーバーチャコールグリルで本格的なアメリカンBBQを体験してください。

手ぶらセット料金 (お一人様)

ソフトドリンク飲み放題 4,680yen

食材セットのみ:お一人様3,480円 ※4名様：13,920円

ソフトドリンク飲み放題 6,180yen
プレミアム飲み放題 7,360yen

・牛カルビ 500g
・豚ロース
・鶏もも肉 500g
・JOHNSONVILLE アソート4種4本
・BBQグリル野菜
  (ピーマン、エリンギ、ジャガイモ、ズッキーニ）

・大盛り焼きそばセット
・ローストナッツ 120g
・スモア 4個

いつでも肉フェス！お一人435gの肉パーティーセット！

ソフトドリンク飲み放題 3,180yen

食材セットのみ：お一人様1,980円 ※4名様：7,920円

ソフトドリンク飲み放題 4,680yen 5,860yenプレミアム飲み放題

手ぶらセット料金 (お一人様)

・牛カルビ 500g
・鶏もも肉 500g
・JOHNSONVILLE アソート 4種4本 
・BBQグリル野菜
  (ピーマン、エリンギ、ジャガイモ、ズッキーニ）

・大盛り焼きそばセット
・ローストナッツ 120g

みんなでワイワイ！ボリュームたっぷりセット！

ソフトドリンク飲み放題 2,980yen

食材セットのみ：お一人様1,780円 ※4名様：7,120円

ソフトドリンク飲み放題 4,480yen 5,660yenプレミアム飲み放題

手ぶらセット料金 (お一人様)

・ステーキ 4枚 
・US豚ロース（塩麹使用） 4枚
・骨付きソーセージ 4本
・BBQグリル野菜
  (ピーマン、エリンギ、ジャガイモ、ズッキーニ） 

・バケット 1本
・ローストナッツ 120g
・スモア 4個

本場US流ステーキBBQセット。
厚切りのステーキは赤身と脂のバランスが良く、肉質も柔らか。
焼肉とは違った本場アメリカ流のステーキBBQをどうぞ。

ソフトドリンク飲み放題 3,680yen

食材セットのみ:お一人様2,480円 ※4名様：9,920円

ソフトドリンク飲み放題 5,180yen 6,360yenプレミアム飲み放題

手ぶらセット料金 (お一人様)

・USバックリブ 1kg
・US牛ロース 500g　
・BBQグリル野菜
  (ピーマン、エリンギ、ジャガイモ、ズッキーニ）

・オイルサーディン 1缶
・バケット 1本
・ローストナッツ 120g
・スモア 4個

脂が少なくやわらかいロース側のバックリブは、カナダや
アメリカではBBQの定番中の定番、本格BBQにはかかせません！
日本ではまだまだ希少なのでこの機会にどうぞ。

ソフトドリンク飲み放題 4,180yen

食材セットのみ:お一人様2,980円 ※4名様：11,920円

ソフトドリンク飲み放題 5,680yen 6,860yenプレミアム飲み放題

手ぶらセット料金 (お一人様)

US豚ロース塩麹（250g）

さっぱりとした豚ロースを塩麹に漬け込み
柔らかく仕上げました。

680yen
ＵＳバックリブ

さっぱりとした豚ロースを塩麹に漬け込み
柔らかく仕上げました。

 （500g）1,480yen
 （1kg）2,890yen

牛タン（200g）

隠れた人気メニューです。
さっぱりとお塩で召し上がれ。

1,380yen

枝豆（500g）

おつまみの定番はお子様にも大人気です。

450yen

肩ロースステーキです。
皆さんでシェアしてどうぞ。

1,890yen

1ポンドステーキ 
1ポンド（450g）

Lボーンステーキ
（450g）

サーロインの骨がＬ字型に残るようカット。
脂の旨味とジューシーさが味わえます。

2,480yen

焼きそばセット（2人前）

BBQのシメの大定番！香ばしいソースの
香りがたまりません。

700yen
焼きおにぎり （２個）

醤油味のおにぎりです。炙ると香ばしさが
UPします。

350yen

US熟成牛カルビ

40日間熟成したUS牛は旨味が強く
柔らかさが特徴です。

（250g）850yen
（500g）1,650yen

漬け込みカルビ（500g）

人気NO1メニュー！
定番牛カルビは外せない。

1,500yen

鶏もも（500g）
バジルソース付

ジューシーな鶏もも肉をバジルソースで
どうぞ。ソースは別添えです。

1,180yen

BBQに最適！ヘルシーな魚貝の
盛り合わせです。

800yen

シーフードセット
（ホタテ、エビ、イカ各2個）

野菜セット
（玉ねぎ、にんじん、ピーマン各2）

お肉を食べたら野菜も忘れずに。
食べやすいようにカットしてあります。

600yen

グリルポテト（300g）

外はカリッと中はホクホク！
軽く炙ってお召し上がり下さい。

380yen

グルグルウィンナー（150g）

ぐるぐる巻いてある楽しいウインナーです。
お好きな長さに切ってください。

400yen
ミニミックスピザ（2枚）

蓋付きグリルで焼くとチーズがとろけます。
熱々のピザを召し上がれ。

600yen
ホットドッグ（３本）

ホットドック用のパンとソーセージの
セットです。

800yen
オイルサーディン＆プチバゲット 
（バゲット1本/オイルサーディン缶1）

オイルサーディンは蓋を開けて缶のまま温めて、
焼き目をつけたバゲットと一緒にどうぞ。

350yen

US熟成牛カルビ（250g）

40日間熟成したUS牛は旨味が強く
柔らかさが特徴です。。

850yen
US豚ロース塩麹（1枚）

さっぱりとした豚ロースを塩麹に漬け込み
柔らかく仕上げました。

350yen
牛タン（200g）

隠れた人気メニューです。
さっぱりとお塩で召し上がれ。

1,380yen
鶏もも（200g）
バジルソース付

ジューシーな鶏もも肉をバジルソースで
どうぞ。ソースは別添えです。

450yen

BBQに最適！ヘルシーな魚貝の
盛り合わせです。

800yen

シーフードセット
（ホタテ、エビ、イカ各2個）

グルグルウィンナー
（150g）

ぐるぐる巻いてある楽しいウインナーです。
お好きな長さに切って皆さんで召し上がれ。

400yen

ミニミックスピザ（2枚）

蓋付きグリルで焼くとチーズがとろけます。
熱々のピザを召し上がれ。

600yen
枝豆（300g）

おつまみの定番はお子様にも大人気です。

350yen
焼きおにぎり（2個）

醤油味のおにぎりです。
炙ると香ばしさがUPします。

350yen

ＵＳバックリブ（500g）

脂が少なくやわらかいバックリブは、アメリカではBBQの定番！
日本ではまだ希少なのでこの機会にどうぞ。
※カットしたものが入る場合がございます。

1,480yen

肉盛セット（味付カルビ、豚ロース、
豚カルビ、味付ホルモン、鶏もも
各200g）

いろんな肉を食べたい欲張りなあなたに
大迫力の1kgのお肉の盛合わせです。

2,480yen

●写真はイメージです。　 

●写真はイメージです。　 

●ご提供まで少々お時間をいただきます。
●メニューは仕入れ状況や在庫状況により、
　ご提供できない場合や、内容等が変更となる場合がございます。　
●写真はイメージです。　 

イチオ
シ

No,1

BBQにぴったりのワインを
セレクトいたしました

プラムのような赤系果実の強いブーケが
特徴です。程よい渋みが感じられます。
心地よい後味も楽しめるワインです。

サンタリタ ヒーローズ
カベルネ・ソーヴィニヨン〈赤〉

チリ

トロピカルフルーツとりんごの豊かなアロマ
とバランスのとれた酸味が特徴です。口当た
りは軽やかで新鮮かつフルーティー。

チリンギート・コヴェ
シャルドネ〈白〉

チリ

チェリーのようなルビー色。ラズベリーや
チェリーのアロマが口中に広がります。
デリケートでまろやかな口当たりをお楽し
みください。

チリンギート・コヴェ
カベルネ・ソーヴィニヨン〈赤〉

チリ

渋みをおさえた、果実味あふれるワインです。
夏のベリーのような香りと滑らかな口当りが
特長。バランスのよさが魅力です。

ベリンジャー
カベルネ・ソーヴィニヨン〈赤〉

アメリカ

樽の風味をおさえた、果実味あふれる
ワインです。洋梨や桃のような香りと爽快
な口当りが特長です。きりっとした風味が
食事を引き立てます。

ベリンジャー
シャルドネ〈白〉

アメリカ

Wine
 L ist

ワインリスト

※在庫切れの場合もございますのでご了承ください。

¥980
（税抜）

¥1,380
（税抜）

¥780
（税抜）

¥1,380
（税抜）

¥780
（税抜）


