
表示料金は消費税込の金額です。  ／   All prices are inclusive of tax.

Soy Milk Pizza Food

ピザ、フードに付けられます。セットドリンク  Set drink

・ ホットコーヒー
　 Hot Coffee

・ アイスコーヒー
　 Iced Coffee

・ 紅茶
　 Tea

・ アイスティー
　 Iced Tea

・ オレンジジュース（100％）
　 Orange Juice

・ リンゴジュース（100％）
　 Apple Juice

・ コカ コーラ（瓶）
　 Coca Cola

・ サッポロ生ビール
　新潟限定「風味爽快ニシテ」
　 Sapporo Draft Beer
 　『Refreshing Taste』

豆乳クリスピー ピッツァ

自 家 製

生地に自家製豆乳を使った超薄焼き  ピッツァ

旬のトッピングで 焼きたてを召し上が れ！

フレッシュ豆乳の

旨みがたっぷり

Fresh
 soy m

ilk

ソフト
ドリンク
Soft Drink

+￥220

アルコール
Alcohol

+￥500

シーフードピザ
Seafood Pizza
 ￥2,200

しらすとからすみのピザ
Whitebait ＆ Dried Mullet Roe
 ￥2,000

自家製パンチェッタと季節野菜のモデナ風ピザ
Miyuki Pork and Seasonal Vegetables 
with Balsamic ￥2,100

ビーフシチューセット
Beef Stew Set
 ￥2,500

鉄板焼きキーマカレー
Keema Curry 
 ￥1,700

天使のエビのペスカトーレ
Angel Shrimp Pescatore
 ￥1,850

魚介と春野菜の和風ビアンコパスタ
Seafood ＆ Spring Vegetables Japanesestyle Bianco
 ￥1,600

自家製ボロネーゼ 季節の野菜添え
Original Bolognese
  ￥1,450

しらすとねぎの和風パスタ
Whitebait ＆ Green Onion Japanese Style
 ￥1,150

自家製パンチェッタの豆乳カルボナーラ
 Soymilk Carbonara
 ￥1,500

マルゲリータ
Margherita
 ￥1,700

季節の野菜のピザヴェルデ  
Seasonal Vegetables Verde
 ￥1,900

プレーンピザ
Plane
 ￥1,200

ミートボールとソーセージのピザ
Meatball ＆ Sausage
 ￥2,000

Soy Milk Crispy Pizza
Homemade soy milk　Super thin gril led

11:00 - 16:00 11:00 - 15:00



Drink

ホットコーヒー（有機栽培） Hot coffee ￥400 

カフェラテ Café latte ￥400 

キャラメルラテ Caramel latte ￥400 

カフェモカ Café mocha ￥400 

ココア Cocoa ￥400 

カプチーノ・コン・カカオ Cappuccino con cacao ￥400 

カプチーノ Cappuccino ￥400 

紅茶（有機栽培） Tea ￥400 

アイスコーヒー（氷温熟成水出し） Iced coffee ￥450 

アイスカフェラテ Iced café latte ￥400 

アイスキャラメルラテ Iced caramel latte ￥400 

アイスカフェモカ Iced café mocha ￥400 

アイスココア Iced cocoa ￥400 

アイスティー Iced tea ￥400 

オレンジジュース（100％） Orange juice ￥400 

リンゴジュース（100％） Apple juice ￥400 

コカ コーラ（瓶） Coca cola bottle ￥350 

ラムネ（ライチ or ラ・フランス） Ramune (Litchi or pear ) ￥350 

オリジナル ジンジャーエール Original ginger ale ￥500 

炭酸水 Carbonated water ￥100 

豆乳パン de ソフト Softcream on soy milk bread ￥450

樹液ソフトクリーム Softcream with maple ￥450

樹液ソフトクリーム
Softcream with maple

豆乳パンdeソフト

キャラメリゼ
豆乳トースト
Soy milk bread

Alcohol

Sweets Take-out

赤倉観光ホテルオリジナル  Niigata beer
新潟ビール  ￥660 
 　
サッポロ生ビール
新潟限定「風味爽快ニシテ」 Sapporo draft beer ￥600 

サッポロ黒ラベル（小瓶） Sapporo black label ￥550 

ノンアルコールビール（瓶） Non-alcoholic beer ￥500 

スミノフ Smirnoff ￥500 

 

表示料金は消費税込の金額です。  ／   All prices are inclusive of tax.

Side Menu

ご購入のパンのイートイン（店内でのご飲食）は
1ドリンクオーダー制となります。

店内でご購入のパンを召し上がるお客様にお得なドリンクセットを
ご用意してございます。下記のドリンクからお選びください。

Bread

Bread＆Drink Set

ソフトドリンク　Soft drink　 +￥220

アルコール 　Alcohol　+￥500

トリッパのシチリア風煮込み
Stewed Tripe Sicilian Style
 パンセット Bread Set　￥1,750
 単品 Single Item　￥1,350

チキングリルのおろしソース
Chicken Grill Grated Radish Sauce
 パンセット Bread Set　￥1,750
 単品 Single Item　￥1,350

ソーセージの盛り合わせ
Sausage Platter
 ￥880

からすみのフライドポテト ￥680
French Fries Dried Mullet Roe

フライドポテト ￥480
French Fries

ミニサラダ
Mini Salad
 ￥250

パン＆サラダセット
Bread & Salad Set
 ￥450

Softcream on soy milk bread

 ( Akakura kanko hotel limited label )

・ ホットコーヒー
　 Hot coffee

・ アイスコーヒー
　 Iced coffee

・ 紅茶
　 Tea

・ アイスティー
　 Iced tea

・ オレンジジュース（100％）
　 Orange juice

・ リンゴジュース（100％）
　 Apple juice

・ コカ コーラ（瓶）
　 Coca cola

・ サッポロ生ビール　新潟限定「風味爽快ニシテ」
　 Sapporo draft beer 『Refreshing taste』

11:00 - 16:00


