
FOOD MENU

・白身魚のリヴォルノ風トマトソース スパゲッティ      ￥1100
　Spaghetti with Whitefish and Tomato sauce

・タリアテッレ カルボナーラ                                  ￥1200
　Tagliatelle Carbonara

☞ スープ付き
　　　　with Soup

・シラスのペペロンチーノ                                            ￥1100
　Whitebait Peperoncino

F�DS

・グリルチキンライス                                                 ￥1000
　Grilled Chicken and Rice with Tomato sauce

食物アレルギーをお持ちのお客様は事前にスタッフまでお申し付け下さい。
また、表示価格に消費税は含まれておりません。
Please let us know if you have any food allergies 
or dietary restrictions and we will try to acommodate. [w/o tax]

A�ETIZERS
・クリスピー フライドポテト                                             ￥750
　Crispy French Fries

・フィッシュ＆チップス                                                         ￥1000
　Fish & Chips

・ミックスナッツ                                                                         ￥600
　Mixed Nuts

・昔ながらのあげパン                                                     ￥700
　Deep Fried Breed

・チョコレートの盛り合わせ                                              ￥700
　Assorted Chocolates

DE�ERT
・濃厚ガトーショコラ　　　　　　　　　　　             　      ￥900
　Chocolate Cake

・特製チーズケーキ 　　　　　　　　　　　                         ￥900
　Special Cheese Cake

・オレンジジュース
　orange
・グレープフルーツジュース
　Grapefruit
・アップルジュース 
　Apple
・コーラ
　Coke
・ジンジャエール
　Ginger Ale

・烏龍茶 
　Oolong Tea
・カップ紅茶 (HOT/ICED)
　Cap Black Tea
・コーヒー (HOT/ICED)
　Coffee
・カフェオレ (HOT/ICED)
　Cafe au lait

 a� +￥200  a� +￥500
・キリン零一 (ノンアルコール ) 
　KIRIN Zero-Ichi ”Alcohol Free Beer”
・キリン一番搾り
　KIRIN ICHIBAN-SHIBORI BEER
・グラス ワイン (赤／白 )
　Glass Wine(RED/WHITE)

 a� +￥300
・キウイジュース
　Kiwi
・パイナップルジュース 
　Pineapple
・クランベリージュース
　Cranberry

SET DRINK

livingroomcafeanddining

L I V I N G R O O M C A F E & D I N I N G

↓最新情報を随時更新中！↓

Wi-Fi Password：epluscafe

営業時間　     11:30 - 20:00
ラスト・オーダー　19:00



DRINK MENU

COCKTAIL

B�R

WHISKEY

WINE

BEVERAGES

・キリン一番搾り                           ￥730
　KIRIN ICHIBAN-SHIBORI

・キリン ハードシードル               ￥750
　KIRIN Hard idre

・キリン零一 (ノンアルコール )              ￥700
　KIRIN ZERO-ICHI(non-alcohol)

・ジントニック                        ￥800
　Gin tonic

・モスコミュール                     ￥800
　Moscow Mule

・スプモーニ                              ￥850
　Spumoni

・カシスオレンジ                     ￥850
　Cassis Orange

・ファジーネーブル                  ￥850
　Fuzzy navel

・ジョニー・ウォーカー ブラック ￥800
　johnnie Walker Black

・I.W. ハーパー ゴールドメダル  ￥800
　I.W. Harper Goldmedal

・グラス ワイン　赤／白             ￥700
　Glass Wine RED/WHTE

・グラス スパークリングワイン        ￥900
　Glass Sparkling Wine

・烏龍茶                                     ￥550
　Oolong Tea

・オレンジジュース                     ￥600
　Orange

・グレープフルーツジュース        ￥600
　Grapefruit

・アップルジュース                     ￥600　
　Apple

・パイナップルジュース               ￥600
　Pineapple

・キウイジュース                         ￥600
　Kiwi

・クランベリージュース               ￥600
　Cranberry

・コーラ                                     ￥600
　Coke

・ジンジャエール                        ￥600
　Ginger Ale

・アップルタイザー                            ￥650
　Apple tiser
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TEA

CO��
・ブレンド (HOT/ICED)           ￥600
　Coffee

・エスプレッソ                         ￥500
　Espresso

・カフェラテ (HOT/ICED)      ￥650
　Cafe Latte

・紅茶 (HOT/ICED)                   ￥650
　Black Tea

・ルイボスティー (HOT)             ￥650
　Rooibos Tea

・フレーバーティー (HOT)       ￥700
　Flavored Tea

・ハーブティー (HOT)              ￥700
　Herbal Tea

営業時間　     11:30 - 20:00
ラスト・オーダー　19:00

食物アレルギーをお持ちのお客様は事前にスタッフまでお申し付け下さい。
また、表示価格に消費税は含まれておりません。
Please let us know if you have any food allergies 
or dietary restrictions and we will try to acommodate. [w/o tax]


