
ドラえもんの
頭囲と同じ

129.3㎝（円周）
のお皿で
ご提供します

※メニューに特定原材料７品目を表示しています。アレルギーのある方はアイコンをご確認ください
　その他ご不明な点は、スタッフまでお尋ねください
※一部の商品で使用している海苔は、漁法により「えび、かに」が混ざる場合もあります

FOOD MENU

ドラえもんじゃカレー

Doraemon's Monjayaki Taste Pork Curry
哆啦A梦 文字烧 咖喱饭

¥2,450

ドラえもんの頭囲と同じ���.�㎝(円周)のお皿でご提供する
迫力満点のメニュー！（�～�人前目安です）ポテトサラダグラタン／サラダつき

アンキパンで食べるゴロゴロ野菜の
本格ビーフシチュー

Secret Gadget“Anki-Pan”Beef Stew
w/Potato Gratin,Salad
秘密道具「记忆面包」 炖牛肉 附带土豆奶汁烤菜、蔬菜沙拉

アンキパン
ビーフシチュー

¥1,600

©Fujiko-Pro

畑のレストラン
～ドラえもんハンバーグ丼～

大豆ミートを使用したハンバーグがのった、
ヘルシーでありながらボリュームたっぷりの一品です

サラダ／ポテトサラダ／スープつき
※大豆ミートは「ゼロミート」を使用しています

Doraemon Soy Meat Hamburg Steak Bowl
哆啦A梦的植物肉汉堡碗

¥1,700
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OSAMPO
ポコニャンバーガー

Poconyan's Hamburger w/French Fries,Corn Dog
叮当猫的汉堡包 附带炸薯条,玉米狗

¥1,450

アメリカンドッグ／フライドポテトつき

バスケットからひょっこり顔をだす
愛らしいポコニャンバーガーです！

熱いものは「熱く」、冷たいものは「冷たく」ご提供しております
ご希望にそえない温度でしたらお取りかえいたしますので、お申し出ください

ドラビアータ
辛くないトマトソースで絡めた本格パスタ！
タバスコを加えるとさらに食欲をそそります
ご利用の方はスタッフにお声がけください
Doraemon's Arrabbiata Spaghetti（Not spicy）
哆啦A梦的意式辣番茄酱（不辣）

¥1,230

のんびりのび太うどん
ツルっとのどごしの良い平打ち麺は、
ツヤ・コシ・なめらかさが美味しさのポイントです
あたたかいうちに召し上がれ

Nobita's Udon Noodle Soup with Aburaage
大雄的油炸豆腐乌冬面

¥900

油あげ／かまぼこ／スナップエンドウつき

表示価格はすべて税込みです

OSAMPO コロ助プレート
バターライスのコロ助の隣には大好きなコロッケが２つ！
エビフライとイカリングもついたボリューム満点のプレートです
サラダつき
Korosuke's Plate w/Croquette,Fried Shrimp,Fried calamaris
可罗的拼盘 附带土豆泥可乐饼、炸大虾、炸鱿鱼

¥1,550

 ※メニューの内容、詳細は状況により変更となる旨ご了承ください。



表示価格はすべて税込みです

Doraemon's Vanilla Taste Mont Blanc Cake
哆啦A梦的香草味梦布朗蛋糕

ホワイトチョコレート風味のクリームの中には
バニラ味のムースが入っています

¥1,200

ドラえもんぶらん

フルーツ　ベリーソース

“Hyon-Hyoro” Sour Cherry and Yogurt Flavored Cake
「宇宙珍珠」的酸樱桃酸奶蛋糕

鮮やかな赤いサワーチェリーとヨーグルトのケーキを背景に、
SF・異色短編『ヒョンヒョロ』のハイライトシーンを表現しました

¥1,200

ヒョンヒョロ ～実行スル!!ケーキ～

SWEETS MENU

Chimpui's Waffle w/Ice Strawberry Mousse
大耳鼠芝比的华夫饼干配草莓慕斯

チンプイの耳をワッフルで表現しました
顔は爽やかな甘さのストロベリームースのアイスです

フルーツ　ベリーソース

¥1,200

チンフ。イワッフル

A Mountainous Dorayaki
（Red Bean Paste/Matcha Paste/Mashed Boiled Green Soybeans Paste/Custard)
像一座山铜锣烧(豆沙/抹茶/卡仕达酱/毛豆馅)

山のようなたくさんのどら焼きにドラえもんもうっとり♡
和菓子風につくられたドラえもんはカスタード味です
（こし餡・抹茶餡・ずんだ餡・カスタード 各2個）

¥1,550

山のようなどら焼き
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Secret Gadget “Anki-Pan” French Toast
秘密道具「记忆面包」法式烤面包        

じっくりと浸して焼き上げた
やわらかふんわりの本格フレンチトースト

バニラアイス　チョコレートソース

¥1,080

フレンチトースト de アンキパン



DRINK MENU

ORIGINAL DRINK オリジナルドリンク

SOFT DRINK
ソフトドリンク

ORIGINAL TEA オリジナルティー
「ウソ 800」をイメージした青いハーブティー
レモンシロップ入れるとすこし不思議なことが起きる…!?

¥550ウソ800 [ ハーブティー ] ホット

Secret Gadgets “Uso 800”Hot Herbal Tea
 w/Lemon Syrup
谎言八百花草茶 附带柠檬糖浆

ラテアートドリンクLATTE ART DRINK

どの絵柄になるのかはテーブルでのお楽しみ
Please enjoy the latte art which will come to you as a surprise!

拿铁艺术的公仔是随机的

¥650カフェラテ
Cafe Latte（Hot/Cold）
拿铁咖啡（热·冰）

ホット アイス

ホット アイス ¥650ココア
Cocoa （Hot/Cold）
可可（热·冰）

オリジナルコースター付き！
※「ソフトドリンク」には付きません。

ホット・アイス
どちらもラテアート付き！
Latte art is attached to both Hot and Cold

拿铁艺术热·冰附在两者上

『流血鬼』
扉イラストに
描かれた少年の
ストローピック

つき！

流血鬼
～紅いカシスフロート～

“Ryuketsuki” 
Cassis Soda 
「流血鬼」黑醋栗苏打水漂浮

少年 SF 短編『流血鬼』を
イメージした
いちご味のサイダーです
紅いカシスシャーベットと
一緒に召し上がれ

¥680

※杭にみたてた
　ストローは
　さとうきびで
　できています

先生の大好物
ミルクセーキ

Milk Shake
F老师挚爱的奶昔

F 先生が喫茶店でいつも注文
していたという大好物を再現

¥620
アップルジュース ¥450
Apple Drink　苹果果汁饮料

オレンジジュース ¥450
Orange Juice　橙汁

コーラ
Cola　可乐

¥450

ホット アイス ¥500
Jasmin Tea (Hot/Cold)　茉莉花茶（热·冰）
ジャスミンティー

ホット アイス ¥500コーヒー
Coffee (Hot/Cold) 　咖啡（热·冰）

表示価格はすべて税込みです

ドラえもん
ブルー

Doraemon Blue
哆啦A梦 桃子马斯喀特果汁

ドラえもんカラーに仕上げた
ピーチとマスカットの
甘く爽やかなドリンク

¥650

ドラえもんストローつき !

ドラミちゃん
イエロー

Dorami Yellow
哆啦美 菠萝汁

ドラミちゃんの後ろ姿の
ようなキュートなリボンつき
パイナップルとレモンの
爽やかドリンク

¥650

ドラミちゃんリボンつき！

ドラえもんに
なっちゃおう！
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