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- Wrap sandwiches -　

- Pita sandwiches -　

オリジナルケバブラップ
　　焼き削ぎ立てのケバブ肉とグリルドオニオンが最高の組合わせ。
　             マイルドソースが決め手のオリジナルケバブラップ！

オリジナルピタケバブ　　

削ぎ立てのお肉を当店の人気ソースで食べる
　　　　オリジナルピタケバブ。

照り焼きピタケバブ
 　　　　　　 削ぎ立てのお肉を
風味深い甘だれで絡めた照り焼きのピタケバブ。

 　　　　　　 削ぎ立てのお肉を韓国風甘辛味に
　　　　コチュジャンソースが病み付きになります。

プルコギピタケバブ ベジタブルピタ
　9種類物野菜とかぼちゃなどの素揚げ野菜も入った
満足感のあるベジタブルピタ！ヘルシーイーティング！

てりたまケバブラップ
　　　自家製の甘だれで絡めた照焼きケバブ。
和風の具材たっぷりと半熟玉子をさらにトッピング！

プルコギビーフラップ
  質のいいお肉をクセになる韓国風プルコギ味に。
韓国風の素材にビーフ140gは満足行く食べ応えに。

ダブルチーズタコスラップ
　　    ピリッと辛いがまろやかなタコスミートに
たっぷりのとろけるチーズをのせました！アボカド入り。

チキンオーバーライス  KOREANガルビBOX

(税込み)1,200 (税込み)1,300

　焼き削ぎ立てのケバブとドライカレーライスの最強の組み合わせ！
　　　　　　サイドにはフレッシュなスーパーサラダ付！
　　 　

 　美味しいお肉を150g使った贅沢な韓国風のガルビBOX
甘辛のクセになるプルコギヤンとコチュジャンも全て手作り。
　　

たっぷりのタコミートととろけるチーズ。
　　

チーズフィッシュとタルタル＆フレンチフライ。
　　

サワークリームとスイートチリソースの相性が◎
　　

ポテトとオニオンリングを沢山食べたい方に。
　　

- Rice Boxed -　　こだわりのお肉のライスボウル弁当。　

- Salad Bowl -　たっぷりの野菜で栄養のバランスが摂れるボウルたち。　

- Fries -　
全フライズ、圧倒的ボリューム！　

小腹が空いたらぴったりのピタサンドイッチ！　

- Sandwiches -　

クラブハウス
　　　　　    目玉焼きの上に、ケバブ、グリルドベーコン、
　　　　　  ロースハムのトリプル。さらにマイルドソースを
　　　　　　たっぷりかけた当店の人気NO̓2のサンドイッチ。

ローストバジルチキン
　　　バジルとニンニクでじっくり漬け込んだバジルチキンに
 サワークリームとモントレージャックチーズがしっかり絡み合います。
　　

フライドフィッシュ

和風照り焼きケバブジューシーズケバブ

ツナアボカド海老アボカド

フレッシュベジタブル 六白黒豚とんかつ アップル&チーズ
フライした白身魚に自家製のタルタルをたっぷりのせました。
サックサクで、チーズとタルタルがマイルドにしています。

高温でグルグル焼き上げた、削ぎ立てのケバブ肉がたっぷり！
オリジナルマイルドソースで食べる、人気NO,1のサンドイッチ。

　　　目玉焼きの上に照焼きケバブをたっぷりのせました。
　自家製の甘だれは風味深い味に。ワンランク上の照焼きに！

　  肉厚のシュリンプにアボカドとタルタルエッグの組み合わせは最高◎
　当店ではメキシカンチポトレソースが決め手のソースになっています。

　    　　　たっぷりのツナサラダと、丸ごとアボカドの組みあわせ。
　　　　　　とっても食べ応えありですが、とってもヘルシー。

 9種類の新鮮な野菜を重ねてアボカド1/2入り、満足感もあり！
　　ソースにはシーザーと自家製ジェノバソースの相性も◎
        
　

　　　　　　脂までおいしい六白黒豚でとんかつサンドイッチ。
　　ソースは大阪No̓1ヘルメスソースを使用。間違いない美味しさ。

黒糖パンにクリームチーズ、ピーナッツバター、林檎、はちみつ、
　　  くるみナッツをのせた贅沢な大人のデザートサンド！
　　　

スーパーサラダ付き。

スーパーサラダ

(税込み)800

　　　　　新鮮でフレッシュな12種類の野菜。
　　栄養満点！まさにスーパー！満足感あるサラダ。
　
　　 　

自家製ドレッシング付き。

シーザーサラダ

(税込み)850

　シーザーと燻製ベーコンがマッチング。
　　　とてもおいしく頂けるサラダ。
　　 　

クルトン、燻製ベーコン入り。

ホールフーズサラダボウル

(税込み)1,300

800

800
750
750
850スーパーサラダの内容に、（ 燻製ベーコン、生林檎、くるみ、

丸ごとアボカド、スプラウト）がさらに追加されています。
　　　　　　　     まるでサラダの宝石箱。
　　 　 ※商品はすべて税込み価格になります。

ピュアバジルドレッシング付き。

1.　　ダブルチーズタコフライズ

2.　　チーズフィッシュフライズ

3.　　サワークリームスイートチリ

4.　　オニオンリング＆フライズ

5.　　グリルケバブフライズ

スーパーサラダ＆キムチ付き。

アスパラ生ハムとチーズ
　　素揚げしたアスパラガスにグリルしたモッツアレラチーズをのせ
　　　　　　　生ハムにはプロシュートを使いました♪

自家製コンビーフ 京風出汁巻き

カリーチキンサラダ

エッグ＆ツナサラダ ローストハムチーズ

スパム&エッグ (U.S.A)
牛パストラミを7日間スパイス漬けにし半日掛け煮込みました。
 ほろっほろのこだわりコンビーフをサンドイッチにぎゅっと！！

950

　　         京風和風だしで包んだ出汁巻き玉子。
       和風の素材とコールスローで見事な組み合わせっ！

　　エッグサラダとツナサラダのハーフ＆ハーフ。
王道なサンドイッチも手間ひまかけて作っております。

　　　　　　  肉厚なグリルドハム4枚にとろけるチーズを。
　　       シャキシャキのお野菜とマヨネーズは安定したおいしさ。

　 ささみを使ったチキンサラダにレーズンをたっぷり加えました。
　  　アボカドが入り、マイルドな味わいに。女性に人気の一品。

　　　　　　　　　　あつぎりのスパムをじっくりとグリル。
ふわふわのスクランブルエッグとサクサクのオニオンリングが入ってアメリカン！！

　　　塩漬けから燻製まで手間ひま掛けて仕上がる
　　ベーコンは絶品！ピーナッツバターとの相性も◎
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自家製燻製ベーコン

海老と生ハムとマスカルポーネ
肉厚なハーブシュリンプにジェノバソースをかけ
　生ハムとマスカルポーネを贅沢にのせました。
　　　 食べた後も贅沢になった気分に。。

　　専用のシーズニングで味付けしたステーキ肉にチェダーチーズをのせ、
ニンニク醤油で炒めたグリルドマッシュルーム＆オニオンを一緒に挟みました。
           

　ビーフステーキ

リピーター続出！

圧倒的人気  NO̓1！

人気  NO̓2

人気  NO̓3 【サラダボウル人気  NO̓1 !】

人気急上昇中！

ラップ人気  NO̓ 1！ ラップ人気  NO̓ 2

ピタ人気 No.1！ ピタ人気 No.2

年間人気  NO̓1！ フライズ人気No.3

フライズ人気No.2

フライズ人気No.1！

2

3 4

片手で食べれるビックサイズのラップサンドイッチ！　

5

こだわりの具材がいっぱい詰まったオリジナルサンドイッチたち。　


