
 
 

Chicken Plate/チキンプレート  
¥1,000 

Chicken salsa over rice 
/チキンサルサオーバーライス  

¥1,000 

Chicken over rice 
/チキンオーバーライス  

¥900 

Chicken Salad 
/チキンサラダ 

¥800 

Chicken Quesadilla 
/チキンケサディーヤ  

¥700 

Roasted herb chicken 

/ローストハーブチキン   
 
 

Quarter size 1/4        ¥800 
Half size 1/2          ¥1,500 

A hole size 1 ホール    ¥3,000 



  

Special sandwich 
/スペシャルサンドウィッチ  

¥800 

SG sandwich 
/SG サンドウィッチ  

¥750 

BLT sandwich 
/BLT サンドウィッチ  

¥550 

Chicken sandwich 
/チキンサンドウィッチ  

¥550 

CAC sandwich 
/CAC サンドウィッチ 

¥650 

Ham cheese sandwich 
/ハムチーズサンドウィッチ  

¥400 

MTB sandwich 
/MTB サンドウィッチ  

¥500 

SANDWICHES/サンドウィッチ 
add-on /追加トッピング 
  avocado / tomato / egg  アボカド /トマト /タマゴ   各¥100 
  bacon / ham / chicken  ベーコン /ハム /チキン     各¥200 



 
 
  

Lemon & Sugar 
/レモン＆シュガー  

Salt & Butter 
/ソルト＆バター  

Cinnamon Sugar 
/シナモンシュガー  

Choco ball  
/チョコボール 

Milky ball  
/ミルキーボール  

Honey & Cinnamon 
/ハニー＆シナモン  

¥700 

Tropical 
/トロピカル  

¥700 

Choco Banana 
/チョコバナナ 

¥700 

SIMPLE BALL 
 

 S    ¥400 (7Ball)  
M   ¥800 (15Ball) 
L  ¥1,200 (22Ball) 

 
 

FANTASTIC BALL (only 6 Ball) 
 
 
 

SNACK BALL 

 
Sugar Ball      S ¥300 (10Ball) 

/シュガーボール   L ¥500 (20Ball) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Coffee (espresso) Shake/シェイク 
Espresso/エスプレッソ 

Americano/アメリカーノ 

Café latte/カフェラテ 

Café mocha/カフェモカ 

Caramel latte/キャラメルラテ 

Vanilla latte/バニララテ 

Hazelnut latte/ヘーゼルナッツラテ 

Almond latte/アーモンドラテ 

Honey latte/ハニーラテ 

Vanilla mocha/バニラモカ 

White mocha/ホワイトモカ 

Cocoa latte/ココアラテ 

   S    M    L    

Tea/紅茶  

 Earl grey tea/アールグレイ 

Darjeeling tea/ダージリン 

Assam tea/アッサム 

Ginger tea/ジンジャー 

Apple tea/アップル 

Chai tea latte/チャイラテ 

 

S    M    L 

  M    L   

Smoothies/スムージー  

Coffee shake/コーヒーシェイク 

(mocha/caramel/vanilla/hazelnut/almond) 

Milk shake/ミルクシェイク 

(mocha/caramel/vanilla/hazelnut/almond) 

 

Green Banana/グリーンバナナ 

Mango Banana/マンゴーバナナ 

Carrot Banana/キャロットバナナ 

Blueberry Banana/ブルーベリーバナナ 

Strawberry Banana/ストロベリーバナナ 

Vegan Banana/ヴィーガンバナナ 

 

  M    L 

Slush/スラッシュ  
  M    L 

Lemonade SLUSH/レモネードスラッシュ 

 

Soft drink/Juice 
Coke/コーラ 

Ginger ale/ジンジャーエール 

Sprite/スプライト 

Dr. pepper/ドクターペッパー 

Orange/オレンジ 

Apple/アップル 

Mango/マンゴー 

Mixed juice/ミックスジュース 

Milk/ミルク 

Green apple fizz/グリーンアップルフィズ 

Raspberry fizz/ラズベリーフィズ 

 

  M    L 

(Single) ¥300 

¥400  ¥500  ¥550 

¥400  ¥500  ¥550 

¥450  ¥550  ¥600 

¥450  ¥550  ¥600 

¥450  ¥550  ¥600 

¥450  ¥550  ¥600 

¥450  ¥550  ¥600 

¥450  ¥550  ¥600 

¥500  ¥600  ¥650 

¥500  ¥600  ¥650 

¥500  ¥600  ¥650 

 

¥400  ¥500  ¥550 

¥400  ¥500  ¥550 

¥400  ¥500  ¥550 

¥400  ¥500  ¥550 

¥400  ¥500  ¥550 

¥400  ¥500  ¥550 

 

¥600  ¥650 

 

¥500  ¥550 

 

 

¥500  ¥600 

¥500  ¥600 

¥500  ¥600 

¥600  ¥700 

¥600  ¥700 

¥600  ¥700 

¥400  ¥500 

 

 

¥300  ¥400 

¥300  ¥400 

¥300  ¥400 

¥300  ¥400 

¥300  ¥400 

¥300  ¥400 

¥300  ¥400 

¥300  ¥400 

¥300  ¥400 

¥300  ¥400 

¥300  ¥400 

 


