Morning set
[８：００〜１１：００]

French toast

Black curry&bread

フレンチトースト

ブラックカレーパン

数 量 限 定 商品

French toast Set

Black curry&bread Set

フレンチトーストセット ￥2,068

ブラックカレーパン セット ￥858

フレンチトースト 単品

ブラックカレーパン 単品

￥1,628

￥418

[ メ イプルシロップ / 生 ク リ ー ム / バ タ ー ]
上質な卵を使用し、丸一日じっくりとパンを漬け込み , 時間を

東洋軒人気のブラックカレーパンとお飲み物のお得なセット。

かけてふんわりと丁寧に焼き上げた上品なフレンチトーストです。

箱に入れて提供するので、そのままテイクアウトも。

Coffee,tea
セットをお選び頂いたお客様は、下記の中からお好きなドリンクを１つお選びください
Original Blend Coffee

Blend Tea

ブレンドコーヒー

ブレンドティー

Coca-Cola
コカ・コーラ

Original Blend Iced Coffee

Iced Tea

Ginger Ale

アイスコーヒー

アイスティー

ジンジャーエール
※食材によるアレルギーがあるお客様はお申し付け下さい。
価格は全て税込です。
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curry rice & hashed beef rice
カレーライス

＆

Matsusaka beef royal black curry ￥3,080
伊藤牧場松阪牛Ａ５ランク１００％使用

松阪牛ロイヤルブラックカレー

ハーフサイズ Half saize ￥1,540

Matsusaka beef black curry

￥2,200

ハヤシライス

Matsusaka beef hashed beef rice ￥3,080

伊藤牧場松阪牛Ａ５ランク１００％使用

松阪牛ハヤシライス

ハーフサイズ Half saize ￥1,540

￥1,980

seafood curry

伊藤牧場松阪牛Ａ５ランク１００％使用

三重の伊勢海老をはじめ、海の幸が溶け込んだシーフードカレー

松阪牛ブラックカレー

海の幸の贅沢カレー

ハーフサイズ Half saize ￥1,100

ハーフサイズ Half saize ￥990

カレーをご注文の方におすすめ



カレーセット

プラス

＋￥880

プチ・コンビネーションサラダ + 珈琲 または 紅茶
petit-Combination salad + coffee or tea
※「サウザンアイランドドレッシング」が苦手な方はお申し付けください

Appetizers & Salads

Combination salad
コンビネーションサラダ

￥990

※「サウザンアイランドドレッシング」が苦手な方はお申し付けください

前菜

＆

サラダ

Caprese of fruits tomatos and burrata ￥1,760
高知県 徳谷産 フルーツトマトとブッラータのカプレーゼ
※食材によるアレルギーがあるお客様はお申し付け下さい。
価格は全て税込です。
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dessert
coffee＆tea

￥715

custard pudding
カスタードプリン

Coffee jelly
コーヒーゼリー

￥880

￥990

Apple tart
りんごのタルト

￥715

japanese pepper Macaroons

Ice cream

二種の山椒のマカロン

[Japanese pepper/vanilla/Matcha
/Chai/rum raisins]

￥715

アイスクリーム

［山椒 / バニラ / 抹茶
/ チャイ / ラムレーズン］

coffee＆tea
コーヒー＆紅茶

Tea

Coffee
Original Blend Coffee

￥660

Blend Tea

￥660

Iced Tea

ブレンドコーヒー
Original Blend Iced Coffee
アイスコーヒー

￥660

ブレンドティー
￥660

アイスティー

Café Au Lait ( Hot or Iced )

￥770

Earl Grey

￥550

Darjeeling

カフェオレ
Espresso
エスプレッソ

￥660

アールグレイ
￥660

ダージリン
Assam

￥660

アッサム
￥660

Green Tea ( Misugi, MIE )
緑茶（ 三重 / 菅尾製茶 ）

Rooibos Tea
ルイボスティー

￥660

デザートセット

全デザート表示価格から

￥330 引き

食事とのセットでご用意致します。
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※食材によるアレルギーがあるお客様はお申し付け下さい。

価格は全て税込です。

Alcoholic Drinks
アルコール

Beer
DRAFT BEER （ KIRIN BRAU MEISTER ） ￥880
生ビール（キリン ブラウマイスター）

Cocktails
［赤ワインカクテル］

￥990
BOTTLED BEER（ KIRIN / SUNTORY ）
瓶ビール（サッポロ黒ラベル / サントリープレミアムモルツ）
DRAFT BEER （ KIRIN BRAU MEISTER ） ￥660
ひとくち生ビール（キリン ブラウマイスター ）
Non-Alcoholic BEER
ノンアルコールビール（キリンゼロイチ）

￥660

American lemonade
￥990
アメリカンレモネード （ 赤ワイン + レモネード ）
［白ワインカクテル］

GLASS Wine
Glass of White wine
白ワイン / グラス
Glass of Ｒed wine
赤ワイン / グラス
Ｍｏｅｔ＆Ｃｈａｎｄｏｎ

￥1,100

￥1,100
￥3,080

モエ・エ・シャンドン ベビーシャンパン （ 200ml ）

Bottle Wine
ボトルワイン

￥4,950 〜

※ワインリストがございます。お尋ねください。

Sherry

￥990

Kir
キール （ 白ワイン + カシス ）
Operator
オペレーター （ 白ワイン + ジンジャーエール ）

Whisky

Wine

￥990

Cardinal
カーディナル ( 赤ワイン + カシス）

￥990

※飲み方はハイボール / ロック / ストレートからお選びください

（シングル /30cc）

YAMAZAKI Single malt whiskey
山崎

￥1,430

HIBIKI Blended whiskey
響
HAKUSHU Single malt whiskey
白州
Scotch whiskey

￥1,430

￥1,430

￥1,100

オールド・パー シルバー
（ Old Parr Silver ）
Bourbon whiskey
フォアローゼズ シングルバレル
（ Four Roses Single Barrel ）

￥1,100

（ 60cc ）

Tio pepe ( Dry )
ティオペペ（辛口）

￥1,100

Pedro Jimenez （ Sweet )

￥1,100

ペドロヒメネス（甘口）

Brandy
（ 30cc ）

Hennessy
ヘネシー

￥1,100

価格は全て税込です。
20210303M

