
Today’s lunch 
今日のランチ：日替わりでお届けするランチは世界
各地のソウルフードに影響を受け、アジア、アメリカ、
ヨーロッパのスタイルなど本場の味に近づけるよう
材料にもこだわっています。 

lunch ¥990 .....................................................
ランチ：今日のランチ (コーヒーまたはオレンジ
ジュース付き） 

LUNCH Set ¥1150 ..........................................
ランチセット：今日のランチとサラダ＆ドリンク（ド
リンクメニューp1,2からどれでも） 

LUNCH Cake Set ¥1350 ...............................
ランチ＆ケーキセット：今日のランチとサラダ,ドリ
ンク（ドリンクメニューp1,2からどれでも）&自家製
ケーキ 

Today’s Sandwich ¥800 .............................
今日のサンドイッチ（コーヒーまたはオレンジジュー
ス付き） 

Sandwich Set ¥950 .....................................
今日のサンドイッチセット：今日のサンドイッチと
サラダ＆ドリンク（ドリンクメニューp1,2からどれ
でも） 

Sandwich Cake Set ¥1150 ........................
サンドイッチ＆ケーキセット：今日のサンドイッチ
とサラダ,ドリンク（ドリンクメニューp1,2からどれ
でも）&自家製ケーキ 

Hot Sandwich ¥900 .....................................
ホットサンドイッチ（コーヒーまたはオレンジジュー
ス付き）：天然酵母、無添加のこだわりオーガニッ
ク食パンを使用し、オーダーごとに作るフレッシュ
なサンドイッチをグリルで温めます。 
グリルチーズ 
サラミ＆ゴーダチーズ 
プロシュットハム＆ゴーダチーズ 
BLT （ベーコン、レタス、トマト） 
トーストハワイ（生ハム、パイナップル 
ゴーダチーズ） 
ツナ＆オレガノ 

Panino ¥900 ....................................................
パニーノ（コーヒーまたはオレンジジュース付）:
ハーブを練り込んだ自家製チャバタパンではさんだ
イタリアングリルサンド。オランダ産ゴーダチーズ
や国産生ハム、地元野菜など使用。 
サラミ (ゴーダチーズ、サンドライトマト) 
プロシュット (生ハム、ゴーダチーズ、サンドラ
イトマト) 
クリームチーズ (クリームチーズ、トマト、レタ
ス、バルサミコビネガー） 

Sandwich/Panino Set ¥990 ........................
ホットサンド/パニーノセット：ホットサンドイッチ
またはパニーノとサラダ＆ドリンク（ドリンクメ
ニューp1,2からどれでも） 

Sandwich/Panino Cake Set ¥1200 ...........
デラックスケーキセット：ホットサンドイッチまた
はパニーノとサラダ,ドリンク（ドリンクメニュー
p1,2からどれでも）&自家製ケーキ 

L U N C H
! 11:30-15:00 ! 11:30-17:00

今日のサンドイッチ、ホットサンドイッチ、
パニーノのお持ち帰り ー 各¥６００



フード＆ドリンクセット 

Bratwurst mit Sauerkraut ¥1280 .........
ブラートヴルストセット：ソーセージ２種とザワー
クラウト（発酵キャベツの漬物）の組み合わせ。ポ
テトウェッジズと一緒に。ビールによく合うドイツ
スタイルです。ドリンク付。 

CurRyWurst Pommes Combo ¥1180 .........
カリーヴルストコンボ：グリルソーセージをトマト
カレーソースと一緒に。フライドポテト、サラダ、
バゲットスライス、ドリンク付。 

Hamburger TS Combo ¥1280 .....................
ハンバーガーコンボ：国産牛を100%使用したパテに
自家製バンズとオリジナルソース。レタスとトマト
をはさんで。フライドポテトとドリンクのセット。 

Cheeseburger TS Combo ¥1380 ...............
チーズバーガーコンボ：国産牛を100%使用したパテ
に自家製バンズとオリジナルソース。オランダ産ゴー
ダチーズ、レタスとトマトをはさんで。フライドポ
テトとドリンクのセット。 

BBQ Burger Combo ¥1380 ..........................
ベーコンバーガーコンボ：国産牛を100％使用のパテ
とベーコンに自家製バンズとオリジナルバーベキュー
ソースを合わせて。フライドポテトとドリンクのセッ
ト。 

SET Drink 
ドリンク：ドリンクメニューp1,2からどれでも選ん
でください。グラスビール/グラスワインは+¥100 

Side salad 
上記の料理+¥200でサラダ付きに。 

前菜/おつまみ 

Chef’s Entree ¥990 ....................................
シェフの前菜プレート：プロシュットハム、チーズ
数種、クラッカーなど本日のおつまみの盛り合わせ 

Bruschetta ¥500 .........................................
ブルスケッタ：オーガニックバゲットパンにトマト、
パルメザンチーズ、ハーブ、ブラックペッパー、オリー
ブオイルをのせてこんがりと。 

Cheese Platter ¥500 .................................
チーズプレート：クリームチーズ、ゴーダチーズ、ピ
クルスの盛り合わせ 

Potato Wedges ¥450 ..................................
ポテトウェッジズ：じゃがいもの短冊切りをこんが
り揚げ、オリーブオイルとオレガノで香りづけ。ハー
ブ入りヨーグルトディップでどうぞ。 

Garlic Bread ¥400 .......................................
ガーリックブレッド：オーガニックバゲットパンに
んにく、オリーブオイル、ハーブなどで味付けて焼
きます。 

Herb Bread ¥400 ..........................................
ハーブブレッド：オーガニックバゲットパンにパセ
リ、オレガノなどのハーブとオリーブオイルと一緒
にこんがりと焼きました。 

D I N N E R
! 18:00-21:30 ! 18:00-23:00



Cake ¥400~ ....................................................
ケーキ: 当店のケーキは全て自家製。主にドイツまた
はアメリカで親しまれているレシピです。本日のケー
キはショーケースをごらんください. 

vanille Eis mit Himbeeren ¥550 .............
バニラアイス＆温かいラズベリーソース 

vanille Eis mit Schokolade ¥350 ...........
バニラアイス＆チョコレートソース 

Affogato ¥500 ..............................................
アフォガート  −  バニラアイスにエスプレッソを注い
で。 

Dessert set (14:00-17:30) 
デザートセット：上記のケーキまたはアイスクリー
ムとセットでドリンクがどれでも100円引きです。 

European Iced Coffee ¥550 .....................
ヨーロピアンアイスコーヒー  −  エスプレッソにたっ
ぷりのミルク、バニラアイス、ホイップクリームをそ
えたデザート風コーヒー。 

European Iced Cocoa ¥550 .......................
ヨーロピアンアイスココア  −  スイス産上質ココアに
ミルク、バニラアイス、ホイップクリームをそえたデ
ザート風ココア。オリジナルマイルド / ダーク / ホワ
イト から選んでください。 

Rüdesheimer Kaffee ¥800 .........................
リューデスハイマーカフェ  -  ドイツの南西部の街
リューデスハイムで親しまれているコーヒー。砂糖
で甘くしたコーヒーとリューデスハイム産のブラン
デーにホイップクリームをトッピング。リューデスハ
イムのオリジナルカップでどうぞ。お酒です！ 



Café Americano ¥400 ..................................
ホットコーヒー − ブラジル産とニカラグア産のブレ
ンド豆をオーダーごとに挽いています。 

Espresso/Doppio ¥350/¥500 ......................
エスプレッソ/ドッピオ − 挽きたての深煎り豆をエス
プレッソマシンで抽出。少量で濃厚なコーヒー。 

cappuccino ¥500 ............................................
カプチーノ  −  エスプレッソにスチームドミルク＆
フォームドミルクを注ぎます。 

Latte Macchiato ¥550 ...............................
ラテマキアート − たっぷりのスチームドミルク＆
フォームドミルクにエスプレッソを注いで。 

Iced Café Americano ¥450 .......................
アイスコーヒー − 挽き立てのエスプレッソから淹れ
た冷たいコーヒー。 

Iced Café Latte ¥500 ...............................
アイスカフェラテ − 挽き立てのエスプレッソに冷た
いミルクを注いで。 

Swiss Melange ¥500 ..................................
スイスメランジェ − ブラックコーヒーにホイップク
リームをたっぷりのせて。 

Hot Cocoa ¥450 ............................................
ホットココア − オリジナルマイルド / ダーク / ホワイ
ト から選んでください。スイス産の上質ココア使
用。 

Apfelschorle ¥400 ......................................
アプフェルショーレ: ドイツの定番ドリンク　りんご
ソーダです。 

Fruits Juice ¥400 ........................................
果汁１００％ジュース: 
アップル / オレンジ / パイナップル / グレープフルー
ツ / トマト 

Ginger Ale ¥400 ............................................
ジンジャーエール（辛口） 

Coca Cola ¥400 ............................................
コーラ 

Spezi ¥400 ......................................................
シュペーツィ: コーラ×オレンジソーダ。ドイツでよ
く飲まれているソフトドリンク。 

Melon Soda ¥400 .........................................
メロンソーダ 

Legend Boy ¥450 ..........................................
レジェンドボーイ: Yukuliオリジナル。コーラ×ライム
ジュース×メロンシロップ。 

Non Alcohol Beer ¥400 .............................
ノンアルコールビール 



Fruits Tea Hot¥500 / Ice¥550 ..............
フルーツティー 
アップル、ハイビスカス、ローズヒップ、ニワトコの
実などをベースにしたフルーツティーです。ドイツ産。
下記のフレーバーからえらんでいただけます。 

Natur Erdbeere 
ストロベリーナチュラル: 乾燥させたイチゴの
実と葉でイチゴそのものの香りをどうぞ。 

Pfirsichtraum 
ピーチドリーム: パパイヤの実、ひまわりやバ
ラの花びらなどがミックスされたゼイタクな
ピーチ風味。 

Bayrischer Hüttenzauber 
バイエルンの魔法: いちご、ブドウ、パパイヤ
の実にオレンジピールのアクセント。 

Hausmischung 
ハウスミックス: ルイボスティーにバナナ、パ
パイヤ、パイナップル、ブドウとココナッツ
を合わせて。 

Natur Kirsche 
チェリーナチュラル: 乾燥チェリー＆ブドウに
ローズヒップの実の皮をブレンド。 

Herbal Tea Hot ¥450 .................................
ハーブティー各種: 乾燥ハーブ１００％です。下記か
ら選んでください。 

Chamomile 
カモミール 

Peppermint 
ペパーミント 

Lavender 
ラベンダー 

Lemongrass 
レモングラス 

Hot Black Tea  ¥400 .................................
紅茶: アッサム紅茶とケニア紅茶のブレンドでコクが
深くミルクティに向いています。 

Iced Black Tea  ¥400 ...............................
アイスティー:アールグレイを使用、スッキリとした
味わいです。 



Beer 
ビール 

Premium Malts (350ml) ¥450 ...........................................
グラスビール：プレミアムモルツ 

Deutsches Bier (330ml) ¥600 ..........................................
ドイツピルスナビール 

Deutsches Weizen (330ml) ¥600 .....................................
ドイツ小麦ビール 

Radler (350ml) ¥500 ...........................................................
ラドラー:ビールとサイダーのミックス 

Cola Bier (350ml) ¥500 ......................................................
コーラビア:コーラとビールのミックス 

Wine 
ワイン 

Glass Wine (Red / White) ¥450 ....................................
グラスワイン,日本（赤/白:ミディアムドライ） 

Kir ¥550 ...................................................................................
キール:白ワイン×クレーム・ド・カシス 

Süssgespritzter ¥500 .........................................................
スウィートスプリッツァー:白ワイン×サイダー 

Sauergespritzter ¥500 .......................................................
サワースプリッツァー:白ワイン×ソーダ 

Bottle Wine 
ボトルワイン 

ワインリストをごらんください。 

Whiskey 
ウィスキー 

（ストレート/ロック/ハイボール）60ml 

Tory’s Extra Dry ¥300 ......................................................
トリス エクストラドライ 

Jack Daniel’s ¥450 ...............................................................
ジャック ダニエルズ 

IW Harper Gold ¥550 ..........................................................
I.W.ハーパー ゴールド 

Nikka Pure Malt ¥550 .........................................................
ニッカ ピュアモルト 

Tomatin Scotch Highland Single Malt ¥650 ...............
トマーティン スコッチ ハイランド シングル

モルト 

Jim Beam Rye ¥450 ..............................................................
ジムビーム ライ 

Evan Williams Honey Reserve ¥500 ...............................
エヴァン ウィリアムス ハニーリザーブ 

Brandy 
ブランデー 

（ストレート/ロック/ハイボール）60ml 

Suntory V.O ¥300 .................................................................
サントリー V.O 

Marc vom Riesling Grappa ¥650 ......................................
マークフォンリースリング グラッパ 

Alt-Rüdesheim V.S.O.P ¥1050 .............................................
アルトリューデスハイム V.S.O.P 



Long Drinks ¥550 .........................................
ロングドリンク 

Whiskeyーウィスキーベース 

Jack and Coke ジャックコーラ  

Rumーラムベース 

Cuba Libre キューバリブレ 

Vodkaーウォッカベース 

Vodka Orange ウォッカオレンジ 

Salty Dog ソルティードッグ 

Cucumber Moscow Mule ドイツモスコミュール 

Otherーその他ベース 

Gin and Tonic ジントニック 

Tequila Slammer テキーラスラマ 

Shots ¥250 ....................................................
ショット (20ml) 

ウィスキー 

ホワイトラム 

ブラウンラム 

テキーラ 

ウォッカ 

イエーガーマイスター 

ジン 

Cocktails 
カクテル 

Fruityーフルーティー 

Blue Hawaiiブルーハワイ ¥700 ........................................

Tequila Sunriseテキーラサンライズ ¥600 .................

Pina Coladaピニャコラーダ ¥700 ...................................

Sourーサワー 

Strawberry Daiquiriストロベリーダイキリ ¥650 ........

Between the Sheetsビトウィーンザシーツ ¥750 .......

Sidecarサイドカー ¥600 ....................................................

Creamyークリーミー 

Black Russianブラックロシアン ¥600 .........................

Brandy Alexanderブランデーアレクサンダー ¥650 .....

El Burroエルブロ ¥750 .....................................................

KGBケージービー ¥700 .......................................................

Orgasmオーガズム ¥600 ....................................................

Othersーその他 

Frappéフラッペ ¥450 ..........................................................

Bloody Maryブラディマリー ¥600 ................................

Long Island Ice Teaロングアイランドアイスティ ¥1050


