
..............................................................................620

.......................................................... 820

オールフリー

箕面ビール ( ピルスナー )
All Free

Minou Beer

.................................................................. 1000バニラシェイクIPA
IPA

.........................150キッズ パックジュース　オレンジ / アップル
KID' S Pack Juice Orange / Apple

※当店で使用しているお米はすべて国産米です　※アレルギーについて、詳しくはスタッフへおたずねください。　※表記は全て税込みです。

裏面もご覧ください
Please See Back for More Menu

1300
1000

ドリンク＆サイドセット

ドリンクセット

SANDWICHES

ALCOHOL

4,100ピクニックバスケット

サンドイッチ2種 / キッズバーガー2個

フライドチキン（プレーン） /フライドポテト /サラダ / チュロス /

ドリンク2種 / キッズドリンク2種

Picnic Basket

スクランブルエッグ＆ベーコン
Scrambled Eggs,Bacon

KIDS

キッズバーガー / フライドチキン/ キッズパックジュース オレンジ or アップル /
フライドポテト / 食べる水

ほうれん草ごはん / ほうれん草チキンカレー / ズッキーニ / ヤングコーン /
カボチャ / パプリカ

.......................880

... 780

キッズプレート　食べる水付き

コワニカレー（ホウレン草チキンカレー）

Kid’s Plate

Small Alligator Curry

........................ 680食べる水なし

...................... 880ドリンクセット

小学生以下のお子様の特別メニューです

ホット / アイス

ホット / アイス

ホット / アイス

........................ 450

.................................. 480

................................. 450

.................................... 450

........................................ 450

................................................ 450

................................................... 450

コーヒー

ラテ

ティー

オレンジジュース

ジンジャエール

コカコーラ

カルピス

Latte (Hot / Iced)

Tea (Hot / Iced)

Orange Juice

Ginger Ale

Coca-Cola

Calpico
レアチーズクリーム & ピーチ & パイ

DRINKS ORIGINALSSWEETS

................. 700

 ......................600

................... 600

クイーンズソーダ

レモンスカッシュ

ソルティライチ

Queens Soda

Lemon Squash

Salty Lychee Soda

オレンジキャラメルラテ

ヘーゼルナッツラテ

Orange Caramel Latte (Hot/Iced)

Hazelnuts Latte (Hot/Iced)

............... 600

....................... 600White Torayaki
トラ焼き

Soy Vanilla450/Cookie & Cream 500

ソイバニラ

クッキー&クリーム

.................450

..500

430

........ 750ドリンクセット

.... 730ドリンクセット

........ 800ドリンクセット

マフィン

マダガスカルバニラアイス

Madagascar
Vanilla

Ice Cream

500

スクランブルエッグ/ベーコン/
ほうれん草 /シャンピニオンソース /
スプラウト

PICNIC BASKET

ローストチキン&ラタトゥイユ
Roast Chicken & Ratatouille
ローストチキン/ ラタトゥイユ / 
サニーレタス

ワニカレー
Alligator Curry
ほうれん草ごはん/
ほうれん草チキンカレー/ ズッキーニ /
ヤングコーン/カボチャ/ パプリカ

※画像はイメージです

EAT EAT EATバーガー
EAT EAT EAT Burger

ビーフパテ/ ベーコンジャム / 
チェダーチーズ / レタス / トマト

ベーコンジャム＆チェダーチーズ
Bacon Jam & Cheddar Cheese

ビーフパテ/ チェダーチーズ / ベーコン/ レタス /
トマト/ オリジナルソース

（ホット/ アイス）

（ホット/ アイス）

RICE

HAMBURGERS

HOTDOG
プレーンドック
Plane Hot Dog

ポークソーセージ / トマト / オニオン / レリッシュ

サルサドック
Hot Dog on Salsa

750単品

1430
1130

ドリンク＆サイドセット

ドリンクセット880単品

1400
1100

ドリンク＆サイドセット

ドリンクセット850単品

1130
830

ドリンク＆サイドセット

ドリンクセット580単品

1230
930

ドリンク＆サイドセット

ドリンクセット680単品

1330
1030

ドリンク＆サイドセット

ドリンクセット780単品

1350
1050

ドリンク＆サイドセット

ドリンクセット800単品

1600
1300

ドリンク＆サイドセット

ドリンクセット1050単品

ポークソーセージ/ ケチャップ

パストラミビーフ/ ミックスチーズ / 
ザワークラウト/ 
サウザンアイランドドレッシング

パストラミビーフ&ザワークラウト
Reuben Sandwich

夏限
定！

夏限
定！

メインを選ぶ

SIDE
サイドを選ぶ

DRINK
ドリンクを選ぶ

夏限
定！

夏限
定！

夏限
定！

夏限
定！

ホット / アイス

ホット / アイス

ホット / アイス

コーヒー

ラテ

ティー

オレンジジュース

ジンジャエール

コカコーラ

カルピス

Latte (Hot / Iced)

Tea (Hot / Iced)

Orange Juice

Ginger Ale

Coca-Cola

Calpico

500単品

フライドポテト
（ソルト / のり塩）

（プレーン / スパイシー）
フライドチキン

サラダチキンと
グラノーラの
カップサラダ

French Fries

Fried chicken

Salad Chicken and
Granola cup salad


