
シンデレラ
オレンジジュース / パインジュース / レモンジュース

シャーリーテンプル
ジンジャーエール / グレナデン

フロリダ
オレンジジュース / レモンジュース / シュガーシロップ

サラトガクーラー
ジンジャーエール / ライムジュース

レモネード
レモンジュース / シュガーシロップ

サマーデライト
ライムジュース / グレナデン / ソーダ

バージンブリーズ
グレープフルーツジュース / クランベリージュース

ピニャコラーダ
パインジュース / ミルク / ココナッツ

マンゴーモーニ
マンゴーシロップ / グレープフルーツ / トニックウォーター

ファジーネーブル
ピーチシロップ / オレンジジュース

メロンフィズ
メロンシロップ / レモンジュース / ソーダ

ブルーローズスカッシュ
ローズシロップ / ブルーシロップ / レモンジュース / ソーダ

マンゴーオレンジ
マンゴーシロップ / オレンジジュース / グレナデン

照葉樹林
抹茶シロップ / 烏龍茶

フルーツティークーラー
フランボワーズシロップ / レモンジュース / アイスティ

キャラメルカフェ
キャラメルシロップ / アイスコーヒー / シナモン

レゲエパンチ
ピーチシロップ / 烏龍茶

ガルフストリーム
ピーチシロップ / ブルーシロップ / パインジュース
グレープフルーツジュース

各 ¥1,000

~Non Alcohol Cocktail~

~Soft Drink~     

アップルジュース

オレンジジュース

ラムネ

こどもびいる

クリームソーダ ¥1,200

¥500

¥500

¥500

¥600

※料金には、サービス料と消費税が含まれております。

Cinderella

Melon soda float

Apple juice

Orange juice

Ramune soda

Soda

Shirley Temple

Florida

Mango moni

Saratoga cooler

Lemonade

Summer delight

Virgin Breeze

Pina colada

Fuzzy navel

Melon fizz

Blue Rose squash

Mango Orange

Laurel forest

Fruit tea cooler

Caramel Cafe

Reggae punch

Gulfstream

Bartenders Selection

Special Non Alcohol Cocktail

ジンジャーモヒート
ジンジャーエール / ライム / ミント

サングリア
富士山ぶどうジュース赤 / オレンジジュース
グレナデン / フローズンベリー

Ginger mojito

Sangria

各 ¥1,300

15：00～20：00（L.O.19：00）

カプチーノ

エスプレッソ

¥600

¥900

コールドクレマ
（アイスコーヒー）

ホットコーヒー ¥600

¥900

~Coffee & Tea~

Cold Crema

Iced Coffee

Hot Coffee

Cappuccino

Espresso

アイスティー Iced Tea ¥600

Drink Menu



15：00～20：00（L.O.19：00）

天悠特製トリュフが香る赤ワインソースの

100％ビーフパティ カイザーロールバーガー
天悠特製ダブルアジフライバーガー
ブリオッシュバンズと小田原曽我の梅のタルタルソース

天悠特製3種の『豆乳クリームマリトッツォ』
湘南ゴールド・小田原曽我の梅・小田原産ブルーベリー

ソーセージ5種盛合せ

オリーブ盛合せ

チョコレート盛り合わせ

ミックスナッツ

ポテトチップス

¥2,600 ¥2,400

¥1,200

Assorted Sausages

Assorted Olives

Assorted Chocolate

Mix Nuts

Potato Chips

¥1,350 ¥650

¥1,200

¥1,400¥1,900

Grilld beef Hamburger with Red wine sauce flavord Truffle Deep-fried Horse mackerel Burger with Plum tartar sauce

Soy milk cream sand "Maritozzo"

ムール貝の白ワイン蒸し
Steamed Mussels with White Wine

¥1,200

トルティーヤチップスと3種の
ディップ （サルサ / チーズ / アボカド）

¥1,600

Tortilla chips with 3dips

（Salsa / Cheese / Avocado）

ポップコーン

Popcorn

¥650
プレッツェル
ソルトキャラメルフレーバー

Pretzel  Salt caramel flavor

¥650

※料金には、サービス料と消費税が含まれております。

Food Menu

生ハムとモルタデッラハムのサラダフルーツ添え
とエキストラバージンオリーブオイルの香り

Mortadella salad with fruit

¥1,300


