
ナポリタン デミグラスソース
ハンバーグ＆ ＆イタリアンソースハンバーグ

ミート
スパゲッティ ＆イタリアンソースハンバーグ

あんかけ
スパゲッティ

※商品情報は2020年7月17日現在の内容です。商品の内容・情報は予告なく変更する場合がございます。※写真はイメージです。実際の盛り付けと異なる場合がございます。※当店は国産米を使用しております。 

※ハンバーグは約180gです。

※スパゲッティの量はお選びいただけます。

※あんかけスパゲッティはソースをお選びいただけます。
　（マイルド・スタンダード・スパイシー・カレー）からお選びください。

スパゲッティとハンバーグ
どの組み合わせでも‼

スパゲッティとハンバーグ
どの組み合わせでも‼

※写真はスパゲッティ約200gです。※写真はスパゲッティ約200gです。
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デミグラスソース

イタリアンソース

❶選べるハンバーグソース
ナポリタン

ミートスパゲッティ

あんかけスパゲッティ

❷選べるスパゲッティ

約100g
約200g
約300g

❸選べるスパゲッティの量

スパゲッティとハンバーグが
いっしょに食べられる！

※表示価格は店内でご飲食の場合の価格です。※表示価格は店内でご飲食の場合の価格です。

＋  157円（税込）
＋  210円（税込）

※右記の中から１つお選びください。

選べるドリンクとミニガーリックトーストセット選べるドリンクとミニガーリックトーストセット

選べるドリンクセット選べるドリンクセット

選べるドリンク

＋  261円（税込）選べるドリンクとサラダセット選べるドリンクとサラダセット

＋  315円（税込）選べるドリンクとサラダ・ミニガーリックトーストセット選べるドリンクとサラダ・ミニガーリックトーストセット

A
セット

B
セット

C
セット

S
セット

おトクなセットおトクなセットライスセットライスセット ライス・
選べるドリンク付き
ライス・
選べるドリンク付き

………………………

……………

●アイスミルク ● アイスカフェ・オ・レ ●コーラ ●オレンジジュース　
●ウーロン茶 ● アイスコーヒー ●ホットコーヒー

おすすめ

ミニガーリックトーストミニガーリックトースト
105円（税込）105円（税込）

ヤサイサラダヤサイサラダ
157円（税込）

（大）293円（税込）
157円（税込）

（大）293円（税込）
157円（税込）

（大）293円（税込）

ポテトサラダポテトサラダ
262円（税込）262円（税込）

ライスライス
157円（税込）157円（税込）

鉄板ハンバーグ
1,180円（税込）1,180円（税込）

和風オニオン

デミグラス

イタリアン

ソースを選ぶ

※ハンバーグは約180gです。 単品９20円（税込）

鉄板チーズハンバーグ
1,327円（税込）1,327円（税込）ライスセット

ドリンクが選べます

和風オニオン

デミグラス

イタリアン

ソースを選ぶ

※ハンバーグは約180gです。 単品1,067円（税込）

鉄板目玉焼きハンバーグ
1,253円（税込）1,253円（税込） 和風オニオン

デミグラス

イタリアン

ソースを選ぶ

※ハンバーグは約180gです。
※目玉焼きの仕上がりは実際と異なる場合がございます。

単品９９３円（税込）

スパ
ゲッテ

ィとハンバーグの
組み
合わせが自由自在！

1,180円（税込）スパゲッティ
約100g
の場合

1,390円（税込）
スパゲッティ
約300g
の場合

1,285円（税込）スパゲッティ
約200g
の場合

260円（税込）260円（税込）

（ヤサイサラダ）

（ヤサイサラダ）

このマークが付いているメニューはお持ち帰りいただけます。※詳しくは店舗従業員にお尋ねください。

※ミートスパゲッティは単品でもご注文いただけます。
　スパゲッティ約300ｇの場合799円（税込）

※調理の都合上にんにくは抜けません。

※調理の都合上にんにくは抜けません。

ライスセット
ドリンクが選べます

ライスセット
ドリンクが選べます



サイドメニューサイドメニューサイドメニュー

バジルメニューバジルメニュー

おすすめおすすめ

オリジナル
ドレッシング

胡麻（ごま）
ドレッシング

ドレッシングは2種類

※バジルの風味を楽しんでいただくため、
　ソースは少なめにしております。
※「Wソース」かけはできません。

◎商品情報は2020年9月1日現在の内容です。商品の内容・情報は予告なく変更する場合がございます。 ◎写真はイメージです。実際の盛り付けと異なる場合がございます。 ◎一部お持ち帰りできないものもございます。詳しくは店舗従業員にお尋ねください。◎当店は国産米を使用しております。

フライドポテト
105円（税込）
French fried potatoes

フライドポテト
105円（税込）
French fried potatoes

ココナゲット
（3個）(3 pcs)102円（税込）
（5個）(5 pcs)163円（税込）

Coco nuggets

ココナゲット
（3個）(3 pcs)102円（税込）
（5個）(5 pcs)163円（税込）

Coco nuggets

CoCo de チキン
各245円（税込）
CoCo de chicken 

CoCo de チキン
各245円（税込）
CoCo de chicken 

ロースカツ 874円（税込）
Pork cutlet spaghetti

たっぷりカントリー 893円（税込）
Spaghetti topped full with vegetable

赤ウインナー 928円（税込）
Red Vienna sausage spaghetti

カツチーズ 1,021円（税込）
Cheese-filled cutlet spaghetti

カルボエッグ 893円（税込）
Carbonara spaghetti with egg

ぶたキャベ 841円（税込）
Pork & cabbage spaghetti

山盛りソーセージ 968円（税込）
Abundant sausage spaghetti

メンチカツ 841円（税込）
Minced meat cutlet spaghetti

シーフード 977円（税込）
Seafood spaghetti

ローストチキン 895円（税込）
Roast chicken spaghetti

チーズインハンバーグ 893円（税込）
Cheese-filled hamburger spaghetti

チーズ 726円（税込）
Cheese spaghetti

イカフライ 893円（税込）
Fried squid spaghetti

パリパリチキン 874円（税込）
Crispy chicken spaghetti

ほうれん草 857円（税込）
Spinach spaghetti

とろとろたまご 736円（税込）
Runny scrambled egg spaghetti

バジルシーフード 977円（税込）
Basil seafood spaghetti

カントリー 736円（税込）
Spaghetti topped with vegetable

バジルボンゴレ野菜 894円（税込）
Vongole spaghetti with basil and vegetables 

ソーセージ & ベーコン 852円（税込）
Sausage & bacon spaghetti

ポークピカタ 841円（税込）
Pork piccata spaghetti

ボンゴレ野菜 894円（税込）
Vongole spaghetti with vegetables

※鉄板スパゲッティの大盛りは「W」までです。  ※お子さまメニューは除きます。

ミラカン
946円（税込）
Mirakan spaghetti (with starchy sauce) 

ミラカン
946円（税込）
Mirakan spaghetti (with starchy sauce) 

鉄板なつかしの
ナポリタン
909円（税込）
Old-style Napolitan spaghetti
served on an iron plate

鉄板なつかしの
ナポリタン
909円（税込）
Old-style Napolitan spaghetti
served on an iron plate
※あんかけソースはかかっておりません。

鉄板自慢の
カレーミート
842円（税込）
Our special curry meat sauce spaghetti
served on an iron plate

鉄板自慢の
カレーミート
842円（税込）
Our special curry meat sauce spaghetti
served on an iron plate
※あんかけソースはかかっておりません。 
※調理の都合上にんにくは抜けません。

※写真は商品を分かりやすくするためにカットしています。※目玉焼きの仕上がりは実際と異なる場合がございます。

※目玉焼きの仕上がりは実際と異なる場合がございます。

ブラック
ペッパー
入り

にんにく入り

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

2020年9月

※表示価格は店内でご飲食の場合の価格です。※表示価格は店内でご飲食の場合の価格です。

ミラネ 925円（税込）
Milanése spaghetti

目玉焼きは半熟タマゴに
変更できます。
※テイクアウトの場合は
　半熟タマゴです。

バイキング 872円（税込）
Viking spaghetti

目玉焼きは半熟タマゴに
変更できます。
※テイクアウトの場合は
　半熟タマゴです。

にんにく入り にんにく入り

プレーンと
カレー味
がございます。

お子さまプレートお子さまプレートミニプレートミニプレート
Mini plateMini plate Children's plateChildren's plate

お菓子またはおもちゃ付き
各 398円（税込）

お菓子またはおもちゃ付き
各 524円（税込）

お子さまお子さまメニューメニュー

ミニ あんかけ
Mini Ankake
ミニ あんかけ
Mini Ankake

ミニ オムライス
Mini rice omelet
ミニ オムライス
Mini rice omelet

お子さま ナポリタン
Children's Naporitan
お子さま ナポリタン
Children's Naporitan

お子さま チキンライス
Children's chicken pilaf
お子さま チキンライス
Children's chicken pilaf

お子さま あんかけ
Children's Ankake

お子さま オムライス
Children's rice omelet

ミニナポリタン
Mini Naporitan
ミニナポリタン
Mini Naporitan

ミニチキンライス
Mini chicken pilaf
ミニチキンライス
Mini chicken pilaf

イカサラダ
314円(税込)

Squid salad

イカサラダ
314円(税込)

Squid salad

シーザーサラダ
262円(税込)

シーザーサラダ
262円(税込)

Caesar saladCaesar salad
※シーザードレッシングをおかけいたします。※シーザードレッシングをおかけいたします。

ローストチキンサラダ
347円(税込)

ローストチキンサラダ
347円(税込)

Roast chicken saladRoast chicken salad

ポテトサラダ
262円(税込)

Potato salad

ポテトサラダ
262円(税込)

Potato salad

コーンサラダ
262円(税込)

Corn salad

コーンサラダ
262円(税込)

Corn salad

ヤサイサラダ
157円(税込)

（大）large 293円(税込)
Green salad

ヤサイサラダ
157円(税込)

（大）large 293円(税込)
Green salad

※季節・天候の影響等により、
　サラダの野菜は予告なく変更
　する場合がございます。

ココ ココ デデ

※シーザードレッシングをおかけいたします。

シーザーサラダ（大）
471円（税込）
Caesar salad（large）Caesar salad（large）Caesar salad（large）

選べるドリンク付き！

あんかけスパ ナポリタン カレーミート

＋　　　　　で
全てのスパゲッティは

に変更できます！！

110円（税込）

とき卵を
敷いた

アツアツ
アツアツ

通常サイズ

Lサイズお得なお値段!

Lサイズは通常サイズの

約2倍の量

お得なお値段!

Lサイズは通常サイズの

約2倍の量

サラダ
SaladSalad

鉄板

期間限定��月末まで
※期間限定メニューは、なくなり次第終了いたします。

ハム

347円（税込）

ハム

347円（税込）

期間限定

11月末まで
※期間限定メニューは、

なくなり次第終了いたします。

新 あんかけ
シリーズ

Taiwan starchy sauce spaghetti 
served on an iron plate

Spices

皿盛り
840円（税込）
※とき卵はつきません。

※調理の都合上にんにくは
　抜けません。

「特製スパイス」を
お付けいたします。

950円（税込）

にんにく
入り

期間限定 �月末まで����年
※期間限定メニューは、なくなり次第終了いたします。

980円（税込）
目玉焼きは半熟タマゴに変更できます。
※テイクアウトの場合は半熟タマゴです。

カキフライ
Fried oyster spaghetti

977円（税込）※目玉焼きの仕上がりは実際と異なる場合がございます。

塩
味
が
効
い
た
生
ハム
が

フ
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※シーザードレッシングを
　おかけいたします。

味わいに深みを
加えるスパイス

!

申し訳ございません。
当店ではこの商品は

取り扱いをしておりません。

※お子さまメニューのゼリーは、予告なく変更する場合がございます。
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