
カルピスキッズカルピスキッズ

ウーロン茶ウーロン茶

Mirakan spaghetti (with starchy sauce) 888円（税込）888円（税込） 814円（税込）814円（税込）

788円（税込）788円（税込） 724円（税込）724円（税込）

788円（税込）788円（税込）

783円（税込）783円（税込） 799円（税込）799円（税込）
786円（税込）786円（税込） 703円（税込）703円（税込） 650円（税込）650円（税込）

640円（税込）640円（税込） 650円（税込）650円（税込） 493円（税込）493円（税込）

ミラカンミラカン

Bacon & spinach spaghetti
ベーコン＆ほうれん草ベーコン＆ほうれん草ベーコン＆ほうれん草

Spaghetti topped with vegetable
カントリーカントリーカントリー

Runny scrambled egg curry
とろとろたまごカレーとろとろたまごカレー

Vegetable curry
やさいカレーやさいカレー

Cheese curry
チーズカレーチーズカレー

Crispy chicken curry
パリパリチキンカレーパリパリチキンカレー

724円（税込）724円（税込）Stewed spinach curry
ほうれん草にこみカレーほうれん草にこみカレー

Eggplant curry
なすカレーなすカレー

Viking curry
バイキングカレーバイキングカレー

Pork curry
ポークカレーポークカレー

Cream croquette curry（with crab）
クリームコロッケカレー（カニ入り）クリームコロッケカレー（カニ入り）

Pork cutlet curry
ロースカツカレーロースカツカレー

674円（税込）674円（税込）
Curry meat sauce rice

皿盛り

Napolitan spaghetti
625円（税込）625円（税込）
皿盛り

鉄板カレー
ミートライス
鉄板カレー
ミートライス
鉄板カレー
ミートライス
鉄板カレー
ミートライス

鉄板
ナポリタン
鉄板
ナポリタン
鉄板
ナポリタン
鉄板
ナポリタン

Pork piccata spaghetti
ポークピカタポークピカタポークピカタ

678円（税込）678円（税込）Runny scrambled egg spaghetti
とろとろたまごとろとろたまごとろとろたまご

Viking spaghetti
バイキングバイキング

Curry meat sauce spaghetti 674円（税込）674円（税込）

Crispy chicken spaghetti
パリパリチキンパリパリチキンパリパリチキン

816円（税込）816円（税込）

678円（税込）678円（税込）
カレーミートスパゲッティカレーミートスパゲッティカレーミートスパゲッティ

2L
L

S
SS

約450g

約350g

約200g

約150g

M 約250g

−104円
−52円

表示価格

+105円
+210円

※表示価格は消費税込みの価格です。

あんかけソース

カレーソース

サイズを選ぶ！ ソースを選ぶ！ トッピングの追加もOK！

マイルド スタンダード

甘口
ポークソース

中辛
ポークソース 2L

L

S
SS

約450g

約350g

約200g

約150g

M 約250g

−104円
−52円

表示価格

+105円
+210円

※表示価格は消費税込みの価格です。 ※カレーミートライスは除く。

サイズを選ぶ！ ソースを選ぶ！ トッピングの追加もOK！

甘口ポークソース

中辛ポークソース

基本

サイドメニュー

ドリンク

ドリンクセットドリンクセット

お好みの
メニュー

プラス
税込８4円※プレーンはケチャップが付きます。※プレーンはケチャップが付きます。

※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。※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。

※詳しくは店舗従業員にお尋ねください。※詳しくは店舗従業員にお尋ねください。

※あんかけソースはかかっておりません。※あんかけソースはかかっておりません。

※お持ち帰りの場合のドリンクはリンゴジュースまたはカルピスキッズです。※お持ち帰りの場合のドリンクはリンゴジュースまたはカルピスキッズです。

※コーラ・メロンソーダ・白ぶどう・オレンジドリンク・
　ウーロン茶はコップで提供いたします。
※コーラ・メロンソーダ・白ぶどう・オレンジドリンク・
　ウーロン茶はコップで提供いたします。

※リンゴジュース、
　カルピスキッズは
　パックでのご提供です。

※リンゴジュース、
　カルピスキッズは
　パックでのご提供です。

※リンゴジュース、カルピスキッズはパックでのご提供です。

※詳しくは店舗従業員にお尋ねください。

各245円（税込）各245円（税込）

CoCo de チキンCoCo de チキン
ココ ココ デデ

CoCo de chicken CoCo de chicken 
各105円（税込）各105円（税込）

フライドポテトフライドポテト

French fried potatoesFrench fried potatoes

204円（税込）204円（税込）
包みカレーナン包みカレーナン

Naan with curry insideNaan with curry inside

314円（税込）314円（税込）
ココナゲットココナゲット

Coco nuggetsCoco nuggets

458円（税込）458円（税込）
お子様カレーハンバーグお子様カレーハンバーグ

Children’s curry and 
hamburger
Children’s curry and 
hamburger

458円（税込）458円（税込）
お子様あんかけハンバーグお子様あんかけハンバーグ

Children’s spaghetti 
with starchy sauce 
and hamburger

Children’s spaghetti 
with starchy sauce 
and hamburger

458円（税込）458円（税込）
お子様ナポリタンハンバーグお子様ナポリタンハンバーグ

Children’s Napolitan spaghetti 
with hamburger
Children’s Napolitan spaghetti 
with hamburger

105円（税込）105円（税込）
ライスライス

RiceRice

プレーン カレー味 プレーン カレー味

お子様メニューお子様メニュー お菓子とドリンク付き

特定原材料（7品目）を使用して
いないカレーもご用意しています。

お子様メニュー

ハンバーグは、
チキンナゲット（3個）に
変更できます。

お好きなドリンクを1つ
右記よりお選びください。

●コーラ ●メロンソーダ ●カルピスキッズ
●白ぶどう ●オレンジドリンク
●ウーロン茶 ●リンゴジュース

●コーラ ●メロンソーダ
●白ぶどう ●オレンジドリンク
●ウーロン茶 ●アイスコーヒー

●リンゴジュース
●カルピスキッズ

●コーラ ●メロンソーダ
●白ぶどう ●ウーロン茶
●オレンジドリンク
●アイスコーヒー

お好きなドリンクを1つ
下記の中からお選びください。

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

各105円（税込）各126円（税込）

スパゲッティスパゲッティ カレーライスカレーライス

2020年6月フードコート

※商品情報は2020年6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。 ※当店は国産米を使用しております。※一部お持ち帰りできないメニューもございます。詳しくは店舗従業員にお尋ねください。※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。

スパゲッティメニューはスパゲッティメニューはスパゲッティメニューは＋110円で鉄板にできます！！税込

※とき卵はつきません。

※あんかけソースはかかっておりません。※あんかけソースはかかっておりません。

※とき卵はつきません。

※あんかけソースはかかっておりません。

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。

735円（税込）735円（税込） 784円（税込）784円（税込）
Curry meat sauce rice served on an iron plateCurry meat sauce rice served on an iron plateCurry meat sauce rice served on an iron plateCurry meat sauce rice served on an iron plateNapolitan spaghetti served on an iron plateNapolitan spaghetti served on an iron plateNapolitan spaghetti served on an iron plateNapolitan spaghetti served on an iron plate

おトク

※表示価格は消費税込みの価格です。

73円73円半熟タマゴ

各105円各105円
132円
147円
132円
147円

ミニハンバーグ
チーズ

各157円
262円

278円
293円
295円
367円

各157円
262円

278円
293円
295円
367円

カントリー/
とろとろたまご
ポークピカタ
ベーコン＆ほうれん草

バイキング
パリパリチキン
ミラカン

3本分赤ウインナー/
フィッシュフライ（1個）/
クリームコロッケ（カニ入り）（1個）

※表示価格は消費税込みの価格です。

半熟タマゴ73円73円半熟タマゴ

各105円各105円
132円
147円
132円
147円

ミニハンバーグ
チーズ

各157円

各231円
293円
各295円

各157円

各231円
293円
各295円

なす/
とろとろたまご
やさい/
ほうれん草にこみ

バイキング
ロースカツ/
パリパリチキン

3本分赤ウインナー/
フィッシュフライ（1個）/
クリームコロッケ（カニ入り）（1個）

辛さが苦手な方にオススメの
野菜と肉の旨みが凝縮された
ソース

黒コショウがピリッと効いた
あんかけ通に定番のソース




