
ライス（大盛り無料） 180円

味噌汁 180円

・ブレンド珈琲 ・りんごジュース ・自家製ミニスウィーツ 各230円

・アイス珈琲 ・ホットミルク

・紅茶（ホット） ・アイスミルク ・ミニアイスクリーム（バニラ） 180円

・アイスティ ・アイスソイミルク

※ドリンク2杯目以降は通常価格から100円引きでお召し上がりいただけます（ご注文本人のみ有効／別メニューに変更可）

メニューは日替わりにつき店員までおたずねください

★ソースをお選びください★

・ジンジャーソース

・柚子胡椒マヨソース

・ガーリックレモンソース

ちゃのまポイント

■ローストビーフ■

低温熟成でじっくり時間をかけ火を通した

ちゃのま自家製ローストビーフ！！

肉だけ味わうも良し、温玉と混ぜるも良し、

肉にサラダを巻いて食べるのもオススメ！

Side menu サイドメニュー

日替わりパスタ＆サラダ付

(パスタ大盛り+110円)

日替わりカレー＆サラダ付

(ライス大盛り無料/ルー大盛り+110円)

ガパオライス＆温玉

＆サラダ＆味噌汁付

ローストビーフ＆サラダ＆温玉＆ライス＆味噌汁付

ローストビーフ

乗っけ盛りプレート 880円

・炙りチーズ 120円

香ばしくとろけたチーズ乗せ！

Topping トッピング

☆パスタやカレーにおすすめ☆

・温玉 120円

崩して食べるととろ～りまろやか！

本日のパスタ 780円 本日のカレー 780円 和風ガパオライス 780円

ローストビーフとたっぷりサラダ

乗っけ盛りボウル 780円

ライスの上にたっぷり山盛りローストビーフ！

サラダもついてボリューム満点！！

味噌汁も出汁から取って作る自家製です

ソースの味が染みた肉の下のライスもぜひ

味わってみてください

ボウルの中にはたっぷりのサラダ！！

炭水化物を控えたいなという方、

さっぱりお肉が食べたいという方にぜひ！

ライスもやっぱり食べたい、という方は

サイドメニューからご注文いただけます

肉増し1.5倍

+300円

ローストビーフ＆サラダ＆温玉付

ソースは全て自家製です

味噌汁以外

こだわりの太麺でもちもち！パスタソースは自家製 インドカレー屋で修行を受けた本格自家製スパイスカレー 出汁から作る自家製麺つゆで和風仕上げ

LUNCH ランチ（11:00～14:00）

LUNCH Set ランチ限定セット

set Drinks セットドリンク 各200円 set mini Sweetsミニスウィーツ
ランチタイム限定のミニサイズです



ライス（大盛り無料） 180円

味噌汁 180円

　・粒あん 100円

　・とろけるチーズ 120円

　・メープルシロップ 50円

　・いちごジャム 50円

★ソースをお選びください★

・ジンジャーソース

・柚子胡椒マヨソース

・ガーリックレモンソース

ちゃのまポイント

■ローストビーフ■

低温熟成でじっくり時間をかけ火を通した

ちゃのま自家製ローストビーフ！！

肉だけ味わうも良し、温玉と混ぜるも良し、

肉にサラダを巻いて食べるのもオススメ！

FOOD MENU フードメニュー

バタートースト

＆ミニサラダ付

Side menu サイドメニュー

320円

はちみつシナモントースト

＆アイスクリーム

420円

本日のトースト

＆ミニサラダ付

540円

Toast set トースト

日替わりパスタ＆サラダ付

(パスタ大盛り+110円)

日替わりカレー＆サラダ付

(ライス大盛り無料/ルー大盛り+110円)

ガパオライス＆温玉

＆サラダ＆味噌汁付

ローストビーフ＆サラダ＆温玉＆ライス＆味噌汁付

ローストビーフ

乗っけ盛りプレート 880円

Topping トッピング

・炙りチーズ 120円

香ばしくとろけたチーズ乗せ！

Topping トッピング

☆パスタやカレーにおすすめ☆

・温玉 120円

崩して食べるととろ～りまろやか！

本日のパスタ 780円 本日のカレー 780円 和風ガパオライス 780円

ローストビーフとたっぷりサラダ

乗っけ盛りボウル 780円

ライスの上にたっぷり山盛りローストビーフ！

サラダもついてボリューム満点！！

味噌汁も出汁から取って作る自家製です

ソースの味が染みた肉の下のライスもぜひ

味わってみてください

ボウルの中にはたっぷりのサラダ！！

炭水化物を控えたいなという方、

さっぱりお肉が食べたいという方にぜひ！

ライスもやっぱり食べたい、という方は

サイドメニューからご注文いただけます

肉増し1.5倍

+300円

ローストビーフ＆サラダ＆温玉付

ソースは全て自家製です

味噌汁を除く

こだわりの太麺でもちもち！パスタソースは自家製 インドカレー屋で修行を受けた本格自家製スパイスカレー 出汁から作る自家製麺つゆで和風仕上げ



コーヒー※ 430円 アイスコーヒー※ 450円

紅茶※ 430円 アイスティ※ 430円

カプチーノ 540円 コーヒーフロート 600円

チョコモカ 560円 アイスチョコモカ 600円

ココア 540円 アイスココア 580円

カフェラテ 540円 アイスカフェラテ 580円

ほうじ茶ラテ 540円 抹茶アイスラテ 580円

抹茶ラテ 540円 ほうじ茶アイスラテ 580円

ホットミルク※ 330円 アイスソイラテ 580円

抹茶アイスソイラテ 580円

ほうじ茶アイスソイラテ 580円

りんごジュース※ 430円

アイスミルク※ 330円

アイスソイミルク(豆乳)※ 330円

※印はランチセットにすると200円になります

本日のスウィーツ 400円 ～

日替わりですのでスタッフまでおたずねください

バニラアイス 280円

黒蜜きなこアイス 380円

ダブル抹茶アイス(ソース＆抹茶粉) 380円

黒蜜ほうじ茶アイス 380円

※ドリンク2杯目以降は通常価格から100円引きでお召し上がりいただけます（ご注文本人のみ有効／別メニューに変更可）

DRINKS ドリンクメニュー

ICE Latte

ICE Soy Latte(豆乳使用)

HOT ICE

Juice/Milk

HOT Latte

HOT Milk

SWEETS スウィーツメニュー

ちゃのまポイント

■コーヒー■ 厳選した豆の香りをお楽しみください

■抹茶・ほうじ茶ラテ■ 京都の宇治茶を使用。お茶そのも

のの香りと味わいを感じていただけます

■ホットミルク■ スチーマーでふわふわに仕上げる

ひと手間を加えています

牛乳本来の甘さを感じます。お子様にもおすすめ！

ちゃのまポイント

■スウィーツ■ 全て自家製で日替わりです

特にシフォンケーキは膨張剤を一切使用して

いないのにふわっふわ！出会えたらラッキーかも

※数に限りがあるため売切の際はご容赦を※

■バニラアイス■ ドリンクのトッピングとして

ご注文もいただけます

■アイス■ 全てバニラアイスがベースです

アイスを除く



アサヒスーパードライ　小瓶

ーロック 麒麟ラガービール　小瓶
ー水割り

ー牛乳割り

ー豆乳割り

ブラックニッカ
いいちこ焼酎 　　 ーロック

　　 ーロック 　　 ー水割り

　　 ー水割り 　　 ーソーダ割り(ハイボール)

　　 ーソーダ割り

グラスワイン
ー赤ワイン

ー白ワイン

ちゃのま特製

珈琲焼酎

ALCOHOLIC beverage
アルコールドリンク

ALL 430円

Beer ビール

ちゃのまポイント

■珈琲焼酎■

コーヒー豆を焼酎に浸して数ヶ月寝かせました！

オススメの飲み方は＜牛乳＞or＜豆乳＞割り

カルーアミルクより甘さ控えめな美味しさです

甘いのがお好きな方は付属のシロップを追加すると甘くもできます

※仕込みに数ヶ月要する為売切の際はご容赦を※

Shochu 焼酎

Wiskey ウィスキー

Wine ワイン


