
Today’s lunch ¥850 ..............................................................................
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 Set Drink -¥150 ........................................................................
ランチセット：ミニサラダ＆お好きなドリンク（アルコールは除く）¥150引き。 

LUNCH Cake Set ¥1500 .........................................................................
ランチ＆ケーキセット：ミニサラダ,   お好きなドリンク（アルコールは除く）&本
日のケーキ。 

Hot Sandwich  ........................................................................................
ホットサンドイッチ：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。小さなサラダ
を添えて。 

BLT ベーコン、レタス、トマトをオリーブオイルとハーブで ¥600 .........................
Tuna パセリ＆オレガノがアクセントになったツナマヨサンド ¥500 .....................

Drink Set +¥350 ....................................................................................
ドリンクセット：サンドイッチ、パニーノ、トースト料理をご注文の方はお好きな
ドリンク（アルコールは除く）が３５０円になります。  

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



Panino  .......................................................................................................
パニーノ：イタリアのミラノで70～80年代に生まれたグリルサンドイッチ。自家製
のチャバタパンにニュージランド産ゴーダチーズと国産サラミやプロシュートハム。
サンドライトマトを加えることで本場の味に。クリームチーズとバルサミコ酢のパ
ニーノはベジタリアンの方にもオススメです。 
サラミ (サラミ、ゴーダチーズ、サンドライトマト) ¥550 ......................................
プロシュット (生ハム、ゴーダチーズ、サンドライトマト) ¥600 ...........................
バルサミコクリームチーズ (クリームチーズ、トマト、レタス、バルサミコビネ
ガー) ¥650 ................................................................................................................

Toast Hawaii ¥700 .................................................................................
トーストハワイ：ドイツ人シェフ、クレメンズ・ウィルメンロッドによって1955年
に生み出されました。トーストにハム、パイナップルと溶けたゴーダチーズがのっ
ています。サラダを添えて。　 

Strammer Max ¥650 ............................................................................
シュトラマーマックス：パンにハムとナツメグを効かせた目玉焼きをのせたドイツ
のベルリンやサクソニー地方で昔から食べられている料理。当店ではオーガニック
食パンを使用。サラダを添えて。リクエストにより溶けたチーズ（＋５０円）とト
マト（＋５０円）のトッピングもできます。 

Drink Set +¥350 ....................................................................................
ドリンクセット：サンドイッチ、パニーノ、トースト料理をご注文の方はお好きな
ドリンク（アルコールは除く）が３５０円になります。  



Bratwurst mit Sauerkraut und Salat ¥850 ...............................
ブラートヴルスト＆ザワークラウト：ドイツ風大きめ粗挽きソーセージとザワーク
ラウト（発酵させたキャベツの漬物）の組み合わせ。ビールとよく合う本場ドイツ
のスタイルです。サラダを添えて。 

CurRyWurst mit Pommes-Frites ¥850 ...........................................
カリーヴルスト＆フライドポテト：トマトカレーソースと一緒に食べるグリルソー
セージはベルリンとハンブルグで５０年前に誕生して以来、ドイツでは今でもファー
ストフードとして最も人気があります。フライドポテトとのセット。 

Hamburger TS with Fries ¥900 ........................................................
ハンバーガー＆フライドポテト：国産牛を１００％使用したパテに自家製バンズと
ソース。レタスとトマトをはさんで。フライドポテトとのセット。 

Cheeseburger TS with Fries ¥950 .................................................
チーズバーガー＆フライドポテト：国産牛を１００％使用したパテに自家製バンズ
とソース。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
とのセット。 

Supreme Submarine ¥750 .....................................................................
スプリームサンドウィッチ：オーガニックバゲットパンのハーフサイズにサラミ、
プロシュートハム、レタス、トマト、オニオン、溶けたゴーダチーズとオリジナル
ソースをはさんだボリューム満点のバゲットサンド。 

Drink Set Drink -¥100 ........................................................................
ドリンクセット：上記のお料理をご注文の方はお好きなドリンクが１００円引きに
なります。 

D I N N E R
18:00-23:00



Brezel ¥350 .............................................................................................
ブレーツェル：伝統的なドイツのパン。バイエルン地方ではビールのおつまみとし
て人気です。 バターをつけながらどうぞ。ドイツの白ビールと一緒に食べるのがオ
ススメ。 

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。 

Bruschetta ¥750 ...................................................................................
ブルスケッタ：オーガニックバゲットにトマト、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。おつまみや前菜として２～４名様でシェア
するのに丁度よい量の約８個。 

Garlic Bread ¥600 .................................................................................
ガーリックブレッド：にんにく、オリーブオイル、ハーブなどで味付けたこんがり
ブレッド。ハーフサイズのオーガニックバゲット使用でおつまみや前菜として２～
４名様でシェアするのに丁度よい量です。 

Herb Bread ¥600 ....................................................................................
ハーブブレッド：パセリ、オレガノなどのハーブをオリーブオイルとともにこんが
りと焼きました、ハーフサイズのオーガニックバゲットを使用。おつまみや前菜と
して２～４名様でシェアするのに丁度よい量です。 

18:00-23:00



Cake ¥400~ ..............................................................................................
ケーキ：当店のケーキは全て自家製で、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。 
ケーキのお持ち帰りは衛生法によりできません。ご了承ください。 

Cake set Drink -¥150 ..........................................................................
ケーキセット：ケーキとセットでドリンクがどれでも１５０円引きです。 

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

vanilla ice cream with Chocolate sauce ¥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。 



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 ¥350 ........................................................................................
エスプレッソ  −  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。 

CocoCCino ¥550 ........................................................................................
ココチーノ  −  牛乳を使わず代わりにココナッツミルクを使用。Veganの方にお勧
め！ 

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 Coffee ¥450 ..................................................................................
アイスコーヒー  −  じっくり水出し。夏期限定です。 

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。 

エスプレッソドリンクのダブルショット +¥200........................................



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！ 

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。 

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。 

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。 



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。 

Blutorange 
ブラッドオレンジ: オレンジピールにキンセンカの花びらとアンテンナリアの花
をブレンドしたオレンジ風味。 

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 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。 



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。 

Rote-Grütze 
レッドベリーミックス: イチゴ、ラズベリー、アカスグリ、ブドウなど数種ベ
リーのミックス。 

Herbal Tea Hot ¥450 ...........................................................................
ハーブティー: 乾燥ハーブ１００％。 

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 

Black Tea Hot/Ice ¥400 .....................................................................
紅茶 (イングリッシュブレックファストティ): 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。 



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。 

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。 



Beer ¥450 .................................................................................................
グラスビール: アサヒスーパードライ。 

Deutsches Bier ¥550 ............................................................................
ドイツビール: Beck’s（ベックス）本場ドイツの味わいが楽しめるピルスナー。 

Deutsches Weizen ¥650 ......................................................................
ドイツ白ビール: バイエルン地方のビアガーデンで特に人気のある小麦ビール。マイ
ルドなフレーバーでソーセージやブレーツェルによく合います。 

Radler 
ラドラー: サイクリストを意味する「ラドラー」はピルスナーとサイダーをミックス
したドリンク。暑い夏の日に人気です。 
ラドラー×アサヒスーパードライ ¥450 ..........................................................................
ラドラー×ドイツビール ¥550 ........................................................................................

Cola Bier 
コーラビア: コーラとピルスナーのミックス。特にドイツの若者に人気でバーなど
でよく飲まれています。 
コーラ×アサヒスーパードライ ¥450 .............................................................................
コーラ×ドイツビール ¥550 ............................................................................................

Glass Wine (Red / White) ¥450 .....................................................
グラスワイン（白: 中口 / 赤: 辛口） 



Long Drinks ¥800 ...................................................................................
ロングドリンク 

Jack and Coke 
 ジャックコーラ: ウィスキー（ジャックダニエルズ）＆コーラ。 
Whiskey Highball 
 ウィスキーハイボール: ウィスキー（ジャックダニエルズ）＆ソーダ。 
Cuba Libre 
 キューバ・リブレ: ホワイトラム（バカルディ）または ブラウンラム（マイヤー
ズ）＆コーラ＆ライムジュース。 
Rum Highball 
 ラムハイボール: ホワイトラム（バカルディ）またはブラウンラム（マイヤー
ズ）＆ソーダ。 
Vodka Orange 
 ウォッカオレンジ: ウォッカ（スミノフ）＆オレンジジュース。 
Cucumber Moscow Mule 
 ドイツ流モスコミュール: ウォッカ（スミノフ）＆ジンジャーエール＆ライム
ジュース＆きゅうりのスライス。 
Gin and Tonic 
 ジン・トニック: ドライ・ジン（ビーフィーター）＆トニックウォーター。 
Jäger Tonic 
 イエーガー・トニック: イエーガーマイスター（ドイツ産リキュール）＆トニッ
クウォーター。 

Shots ¥400 ..............................................................................................
ショット: 各種ショットグラス(2cl) でそのままどうぞ。 
ウィスキー（ジャックダニエルズ） / ホワイトラム（バカルディ） / ブラウンラム
（マイヤーズ） / テキーラ（オルメカブランコ） / ウォッカ（スミノフ） / イエーガ
マイスター（ドイツ産リキュール） / ジン（ビーフィーター）


