
TAKE OUT  SET MENU 
                                                      

 パスタセット 1398  (税込 1500)   

お野菜たっぷりサラダ 

パスタ   

フォカッチャ 

ドリンク（ セットドリンクよりお選びください ） 

デザート（ セットデザートよりお選びください ）  

※パスタは右記のパスタメニューよりお選びください 

                                                   

 十六穀米のハヤシライスセット 1509 (税込 1630)  

お野菜たっぷりサラダ 

十六穀米のハヤシライス 

ドリンク（ セットドリンクよりお選びください ） 

デザート（ セットデザートよりお選びください ） 

 

                                                   

 マホガニーのラザニアセット 1509 (税込 1630)  

お野菜たっぷりサラダ 

マホガニーのラザニア  

ドリンク（ セットドリンクよりお選びください ） 

デザート（ セットデザートよりお選びください ） 

 

                                                   

 ローストビーフ BOX セット 1602 (税込 1730)  

ローストビーフ丼 

サラダ  

ドリンク（ セットドリンクよりお選びください ） 

デザート（ セットデザートよりお選びください ） 
 

※パンはついていません 

※麺は乾麺を使用しています 



PASTA MENU 
                                                     

アラビアータ                                    1000  (1080) 
ニンニク・唐辛子のピリ辛トマトソース 

ベーコンと小松菜とキノコのペペロンチーノ               1000  (1080) 

自家製ベーコン・小松菜・キノコのピリ辛オイルソース 

海老トマト                              1000  (1080) 

海老のピリ辛トマトソース 

海老とキャベツのアンチョビ風味                        1000  (1080) 
海老・キャベツ・アンチョビのピリ辛オイルソース 

山の幸のクリームソース                                1000  (1080) 

自家製ベーコン・きのこ・小松菜のクリームソース  

ナポリタン                                      1000  (1080) 

ソーセージ・ピーマン・キノコのケチャップ風味 

アマトリチャーナ                                    1000  (1080) 

自家製ベーコン・玉葱・チーズのトマトソース   

チオチャーラ                                         1000  (1080) 
自家製ベーコン・玉葱・チーズのトマトクリームソース 

生トマトとモッツァレラのスパゲッティ                         1000  (1080) 

モッツァレラチーズとパジルのフレッシュトマトソース 

小海老と生トマトのクリームソース              1222  (1320)（SET+220 税込） 
海老・トマト・バジルのクリームソース 

海老と帆立のラグーソース                      1222  (1320)（SET+220 税込） 
海老と帆立のミンチを煮込んだトマトソース 

海老と帆立のトマトクリームソース                    1222  (1320)（SET+220 税込） 

甲殻類の旨味豊かなトマトクリームソース  

マホガニーのミートソース                       1222  (1320)（SET+220 税込） 
和牛すね肉・和牛豚挽肉・香味野菜を煮込んだソース 

マホガニーのミートクリームソース                1324  (1430)（SET+320 税込） 
マホガニーのミートソースに生クリームを加えた、リッチなソース 

                                       

SET DRINK                     SET DESSERT  

コーヒー（ HOT・ICED ）                     本日のシフォンケーキ 

自家製ジンジャーエール           バナナパウンドケーキ 

オレンジジュース                      チーズケーキ  +220 

ピンクグレープフルーツジュース       ガトーショコラ +220 

アップルジュース                                       

                                                               (カッコ)内が税込表示です 



FOOD MENU 
                                                                                                      

お野菜たっぷりサラダ                          509  (550) 

マホガニーのラザニア                            1000  (1080) 

十六穀米のハヤシライス                           1000  (1080) 

ローストビーフ BOX 単品                          1297  (1400) 

フォカッチャ 1 切                                 46   (50) 

マホガニーのドレッシング                         509  (550) 

 

DESSERT MENU 
                                                    

ガトーショコラ                     435   (470) 

チーズケーキ                      435   (470) 

本日のシフォンケーキ(2 切れ)                435   (470) 

バナナパウンドケーキ                         250   (270)  

フレンチトースト プレーン              713   (770) 

フレンチトースト バナナ＆チョコ            1019  (1100) 

アイスクリーム（バニラ・チョコ・ジャージー牛乳）  204   (220) 

 

DRINK MENU 
                                                    

コーヒー （ HOT・ICED ）              417   (450) 

カフェラテ （ HOT・ICED ）            509   (550) 

カフェモカ （ HOT・ICED ）            537   (580) 

自家製ジンジャーエール              509   (550) 

オレンジジュース                  352   (380) 

アップルジュース                   352   (380) 

ピンクグレープフルーツジュース           352   (380) 

バナナスムージー                  602   (650) 

ベリーヨーグルトスムージー             602   (650) 

☆☆ エスプレッソバナナシェイク            602   (650) 

☆☆ エスプレッソアフォガードフラッペ          602   (650) 

 (カッコ)内が税込表示です   

 



BAKED SWEETS MENU   
                                                    

くるみ入りブラウニー       157 (170) 

フィナンシェ            157 (170) 

チョコとナッツのパウンドケーキ 259 (280) 

マーブルクッキー        259 (280) 

黒ごまクッキー         259 (280) 

アーモンドクッキー       306 (330) 

ラスク             259 (280) 

塩キャラメルナッツのマフィン  259 (280) 

チョコレートマフィン      259 (280) 

ラムレーズンマフィン      259 (280) 

 

ディアマンプレーン       306 (330) 

ディアマンショコラ       306 (330) 

ディアマンアールグレイ     306 (330) 

ディアマン 抹茶        306 (330) 

チョコアーモンドビスコッティ  306 (330) 

アーモンドココアクッキー    306 (330) 

チョコチップクッキー      306 (330) 

※焼菓子は在庫が無い場合もございます。 

◆マークのお菓子は温かい季節はお休みします 

ギフトボックスなどのご予約も承っております♪

ご相談下さい！※数が多い場合はお時間を頂きます。ご了承下さい

 
Store information                                                  

テイクアウトの営業時間  

11：00 ～ 15：30 ( L.O. 15:00 ) 

定休日  毎週日曜・月曜  

TEL 0982-29-3932 
事前にお電話いただけますと、スムーズにお渡し出来ます。 

※店内営業とテイクアウト営業を並行して行う日は、 

状況により店内で少しお待ちいただく場合があります。 

予めご了承ください。 

 

※5 名様分を超えるようなご注文はパスタを４種類以内にまとめ 

前日もしくは当日の 10 時までにいただけると助かります。 

テイクアウトメニューは予告なく変更・終了する場合がございます。 

※お持ち帰り後はできるだけ 1 時間以内にお召しあがり下さい 

※衛生面を考慮して、袋代５円(宅配タクシーは 20 円/１人前あたり)を別途いただいております。 

2022.７末まで有効（以降メニューや価格が変更になる可能性があります）  

Home page                Instagram           

新型コロナウイルスの影響により、

営業形態、営業時間等が度々変更に

なる可能性があります。 

最新の情報はホームページ又は 

インスタグラムにてご確認くださ

い。 

 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 


