
The Demode Heaven

Hello,
America!



Fish & chips 850

Cheese nachos 800

Deep-fried squid w/ herbs 800

Price listed in this menu is the tax omission display all. I will be charged a tax equivalent in Checkout. Image for illustration purposes only.
このメニューに記載されている価格は全て税抜き表示です。ご精算時消費税相当額を申し受けます。写真はイメージです。20_09

Appetizer
The first part of a meal

スルメイカの香草フリット

フィッシュ＆チップス

フレンチフライ

トルネードポテト

チーズナチョス

オニオンリング

800

850

500

650

800

650

・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

Deep-fried squid w/ herbs

Fish & chips

French fries

Deep-fried tornado potato

Cheese nachos

Deep-fried onion rings

TO GO

TO GO

TO GO

TO GO

TO GO

TO GO



Prosciutto & herbs salad 1500

Caesar salad 1400

ヘブンミックス スペシャルサラダ

生ハムとハーブのサラダ

シーザーサラダ

1350

1500

1400

・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Heaven mix special salad

Prosciutto & herbs salad

Caesar salad

Heaven mix special salad 1350
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Salad
Eat more veggies
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BBQ Spareribs 2800

Hamburg steak & fried shrimp combo 1800



ヘブンミックス スペシャルサラダ

生ハムとハーブのサラダ

シーザーサラダ

1350

1500

1400

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Salad
Heaven mix special salad

Prosciutto & herbs salad

Caesar salad

Heaven mix special salad 1350

Eat more veggies

Prosciutto & herbs salad 1500
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ハンバーグとグリルチキンのコンボ

ライス
200

大盛り
+100

1800

1800

Grill

香ばしくグリルしたチキンと
粗挽き肉ハンバーグのコンボ

粗挽き肉ハンバーグと
エビフライのコンボ

柔らかい豚肉をハーブと共にグリル
オニオンとポテト添え

ポークスペアリブの丸ごとオーブン焼きを
特製BBQソースで。

Hamburg steak
& grilled chicken combo

Rice Large helping
For all meat lovers

BBQ Spareribs

Hamburg steak
& fried shrimp combo

BBQ スペアリブ

ハンバーグとエビフライのコンボ

Pork steak
ポークステーキ

1500

2600

TO GO

TO GO

TO GO

TO GO

Caesar salad 1400



Hamburger
I want to eat now！



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・

・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Hamburger

Cheese hamburger

Avocado & cheese hamburger

Mexican chili hamburger

Cajun grilled chicken hamburger

Teriyaki chicken hamburger

Shrimp cheese hamburger

B.L.T hamburger

Bacon & egg hamburger

Mushroom & cheese hamburger

Pork back rib & garlic hambuger

Tower hamburger

1300

1400

1600

1600

ハンバーガー

チーズバーガー

アボカドチーズバーガー

メキシカンチリバーガー

すべてのハンバーガーにポテトと自家製ピクルス付き

ケイジャングリルチキンバーガー

テリヤキチキンバーガー

シュリンプチーズバーガー

B.L.T バーガー

ベーコンエッグバーガー

マッシュルームチーズバーガー

豚バラガーリックバーガー

タワーバーガー

1350

1350

1500

1500

1600

1450

1400

5000

Mexican chili hamburger 1600

Cajun grilled chicken hamburger 1350

5000Tower hamburger

TO GO

TO GO

TO GO

TO GO
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Deep-fried fish 
w/ tartar sauce hamburger
タルタルフィッシュバーガー

・・・・・・・・・ 1300

All hamburger
served with fried potato & pickles



Always delicious
Pasta



海老とほうれん草のトマトクリームソース
フェットチーネ

1600・・・・・・・・・・・・・・・・

Fettuccine w/ shrimp, spinach
& tomato cream sauce
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ボンゴレビアンコ スパゲティ
1500・・・・・・・・・・・・・Spaghetti Vongole bianco

ミートボールスパゲティ
1600・・・・・・Spaghetti w/ minced meat balls

明太子としらすのクリームスパゲティ
1500・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Spaghetti w/ seasoned cod roe
& whitebait

スパゲティナポリタン
1600・・・・・・・・・・・・・・・・Spaghetti Napolitana

・・・・・・・・・・・・・・・・・

自家製ベーコンのカルボナーラ
1550

Spaghetti carbonara
w/ homemade bacon

大盛り
+500Large helping

1700Diavola pizza1500Vongole bianco
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Italian style favorites
Pizza

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

マルゲリータ
トマトソース , バジル、モッツァレラ

1300Margherita pizza

Tomato sauce, basil, mozzarella

モッツァレラ、ゴルゴンゾーラ、
パルミジャーノ、マスカルポーネ

1700
クワトロフォルマッジォ

 Mozzarella, gorgonzola, parmigiano, mascarpone

Quattro formaggi pizza

トマトソース、バジル、モッツァレラ、アンチョビ

1500
アンチョビマルゲリータ

Tomato sauce, basil, mozzarella, anchovy

Anchovy margherita pizza

生クリーム、チーズ、モッツァレラ、ベーコン、卵、黒胡椒

1600
ビスマルク

Fresh cream, cheese, mozzarella, bacon, egg, black pepper

Bismark pizza

1600Bismark pizza

トマトソース、唐辛子、辛サラミ、
モッツァレラ、バジル

1700
ディアボラ

Tomato sauce, chili, spicy salami, mozzarella, basil

Diavola pizza

トマトソース、モッツァレラ、バジル、
黒胡椒肉、マッシュルーム

ヘブンマルゲリータ
1700

Tomato sauce, ,mozzarella, basil, black pepper meat, mushroom

Haven margherita pizza

・・・

トマトソース、バジル、モッツァレラ、きのこ

1400
きのこのマルゲリータ

Tomato sauce, basil, mozzarella, mushrooms

Margherita pizza w/ mushrooms

TO GO TO GO

TO GO

TO GO

TO GO

TO GO

TO GO

TO GO

TO GO

TO GO

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

プレーンピザ

ペパロニピザ

1100

1700

トマトソース , チーズ

トマトソース , ペパロニ、チーズ

Plain pizza

Pepperoni pizza
Tomato sauce, cheese

Tomato sauce, pepperroni, cheese

トマトソース、バジル、モッツァレラ、生ハム
生ハムマルゲリータ

1700Margherita pizza w/ prosciutto

Tomato sauce, basil, mozzarella, prosicutto

・・・



1700Diavola pizza
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・・・・・・・・・・・・・

・・・・・

テリヤキチキン

豚バラガーリックピザ

1600

1600

生クリーム、テリヤキチキン、マヨネーズ、チーズ

豚バラ、ガーリック、生クリーム、チーズ

Teriyaki chicken pizza

Pork back ribs & garlic pizza 

Fresh cream, teriyaki chicken, mayonnaise, cheese

Pork back ribs, garlic, fresh cream, cheese

・・・・・・・・・・

トマトソース、ベーコン、パイナップル、チーズ

1550
ベーコンとパイナップルピザ

Tomato sauce, bacon, pineapple, cheese

Bacon & pineapple pizza

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BBQ ソース、ベーコン、オニオン、コーン、
ピーマン、オリーブ、マッシュルーム
BBQ sauce, bacon, onion, corn, 
green pepper, olives, mushrooms

ヘブンミックスピザ
Heaven mix pizza 1700

TO GO

TO GO

TO GO

TO GO

TO GO
・・・

海老、ガーリック、トマトソース、モッツァレラ、バジル
ガーリックシュリンプマルゲリータ

Garlic shrimp margherita pizza 1700

Shrimp, garlic, tomato sauce, mozzarella, basil

・・・・・・・・・・・・・

サルシッチャ、ハーブ、チーズ、生クリーム
Salsiccia, herb, cheese, fresh cream

サルシッチャとハーブのピザ
Salsiccia & herb pizza 1600

TO GO

・・・・・・・・

しらす、アンチョビ、トマトソース、
モッツァレラ、バジル
Whitebait, anchovy, tomato sauce,
mozzarella, basil

しらすとアンチョビのピザ
Whitebait & anchovy pizza 1600TO GO

・・・・・・・・・・・・・

生ハム、半熟玉子、チーズ、生クリーム
Prosciutto, soft-boiled egg, cheese, fresh cream

生ハムと半熟玉子のピザ
Salsiccia & herb pizza 1700

TO GO

1600Bismark pizza



Zuccoto
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テイクアウト、オーダーも承ります（オーダーは要予約／3日前まで）

A bit of sweet
makes
the meal
complete

デザートは当店にて作る自家製です。本日のデザートは黒板をご覧ください。 
ショーケースで実物を見て選ぶのも楽しいです。
クリームとアイスクリームを添えてお出しします！

本日のホームメイドデザート
Today’s homemade dessert 

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アールグレイ

ロイヤルミルクティー

チャイ

ウーロン茶

コーヒー

カフェラテ

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

Dessert

Cafe
400

500

500

Earl grey  (Hot/Ice)

Royal milk tea  (Hot/Ice)

Chai  (Hot/Ice)

Oolong tea  (Hot/Ice)

Coffee  (Hot/Ice)

Cafe latte  (Hot/Ice)

400

400

500


