
SIDE & 
DRINK

長崎発祥

長崎のご当地グルメ、トルコライス。
ボリューム満点、見た目も楽しい
大人のお子様ランチです。

ミニサラダ

+220

トルコライスTURKISH RICE

ご一緒にどうぞ

ハンバーグトルコライス
Hamburger steak Turkish rice

デミグラスソースハンバーグ、
唐揚げ、ナポリタン、イカリング、
フレンチフライ、トマト、サラダ、ライス

1,518
(税抜 1,380)

(税抜 1,280)

(税抜 1,280)

(税抜 200) (税抜150)

フライトルコライス
Deep fried shrimp & horse mackerel 
Turkish rice

Mini salad

コーヒー

ウーロン茶

+165各

Coffee(ice/hot)

Oolong tea

オレンジジュース

ブラッドオレンジ
ジュース

Orange juice

Blood orange
juice

海老フライ、アジフライ、
唐揚げ、ナポリタン、イカリング、
フレンチフライ、トマト、サラダ、ライス

1,408

チキンカレートルコライス
Bone-in chicken curry Turkish rice

骨つきチキンカレー、唐揚げ、
ナポリタン、イカリング、
フレンチフライ、トマト、サラダ、ライス

1,408
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1,000
1,100
1,100

チキンドリア

ドリアDORIA

ハンバーグ
ステーキ

HAMBURGER
STEAK

黒毛和牛ステーキ
Kuroge Wagyu beef steak

ハンバーグステーキ
Hamburger steak

Chicken doria Egg & hamburger steak doria Seafood doria

1,078/   　1,848150g      　　　　300g

200g 2,178

1,100 1,210 1,210目玉ハンバーグドリア シーフードドリア

ごはん・味噌汁セット
Rice & Miso soup set
+220

パンまたはライス
スープセット

Bread / rice & soup set

or

ソースをお選びください

和風ソース トマトソース デミソース
Japanese sauce Tomato sauce Demiglace sauce

SAUCE

ステーキ
STEAK

(税抜 1,980)

(税抜 980) (税抜 1,680)

(税抜 1,000) (税抜 1,100) (税抜 1,100)

(税抜 200)

+220 (税抜 200)



The prices inside ( ) excluding tax.    21_06

ビーフカレー
Beef curry & rice Chicken curry & rice Rice omelet

1,100 990 1,100チキンカレー オムライス

定食 カレー
オムライス その他SET MEAL / OTHERS

豚生姜焼き定食

唐揚げ定食

鶏照り焼き重

968

880

1,100

Sauteed pork slices with ginger set meal

Deep-fried chicken set meal

Box of rice topped with teriyaki chicken

とんかつ定食

ミックスフライ定食

カツ重

1,210

1,210

1,210

Pork cutlet set meal

Assorted deep-fried foods set meal

Box of rice topped with pork cutlet, egg & onion

ごはん・味噌汁・漬物 付き

ごはん・味噌汁・漬物 付き

味噌汁・漬物 付き

ごはん・味噌汁・漬物 付き

ごはん・味噌汁・漬物 付き

味噌汁・漬物 付き

スープ 付き スープ 付き スープ 付き

(税抜 880)

(税抜 800)

(税抜 1,100)

(税抜 1,100)

(税抜 1,100)(税抜 1,000)

(税抜 1,000) (税抜 1,000)(税抜 900)



The prices inside ( ) excluding tax.    21_06

ジャが芋コーン
マヨネーズピッツァ 1,078

ナポリタン 968 カルボナーラ 1,100

イカ明太子パスタ 1,100 鶏肉スパイシートマトパスタ
（アラビアータ） 1,078

イカ明太ピッツァ 1,188

半熟たまごのせ
ミートソースピッツァ 1,188

照り焼きチキンピッツァ
1,188

ピッツァ

パスタ

マルゲリータピッツァ
Margherita pizza

Potato, corn & mayonnaise pizza

Napolitan-style spaghetti

Squid & Mentaiko
spaghetti

Carbonara spaghetti

Arrabbiata spaghetti

Squid & Mentaiko pizza

Egg & meat sauce pizza
Teriyaki chicken pizza 990

ミートソースパスタ
Meat sauce spaghetti 1,078

PIZZA

PASTA

(税抜 980)
(税抜 1,080)

(税抜 1,080) (税抜 1,080) (税抜 900)

(税抜 880) (税抜 1,000)

(税抜 1,000)
(税抜 980)

(税抜 980)


