
パフェとは…perfect（完璧な）という語源が指す通り、
                  スイーツの " 王様 " なのです。

パフェとは…常に出来立て、作りたて。完全なる " 生 " の
                  スイーツなのです。

パフェとは…ただの食べ物ではなく、食べられる
                  " 建築物 " なのです。

パフェとは…小さい頃から私たちの心を掴んで離さない、
                  ワクワクの " エンターテイメント " なのです。

パフェとは…アイスでも、ホイップでも、果物でも、
                  焼き菓子でも、具材は " 自由 " なのです。

パフェとは…出来上がりからたった 10 分もすればそこから
                  居なくなってしまう不思議な " 魔法 " なのです。

パフェとは…perfect（完璧な）という語源が指す通り、
                  スイーツの " 王様 " なのです。

パフェとは…常に出来立て、作りたて。完全なる " 生 " の
                  スイーツなのです。

パフェとは…ただの食べ物ではなく、食べられる
                  " 建築物 " なのです。

パフェとは…小さい頃から私たちの心を掴んで離さない、
                  ワクワクの " エンターテイメント " なのです。

パフェとは…アイスでも、ホイップでも、果物でも、
                  焼き菓子でも、具材は " 自由 " なのです。

パフェとは…出来上がりからたった 10 分もすればそこから
                  居なくなってしまう不思議な " 魔法 " なのです。

パフェの世界は奥深くて複雑。
だから可憐で面白い。
ランズカフェでは 100 種類以上のラインナップを
ご準備していますので、是非あなた好みの１本を
探してみてください。
また、ランズカフェ以外にも色々な場所で様々な
パフェを召し上がってみてください。
そこには想像以上に甘くとろける世界が
広がっていますよ。

パフェの世界は奥深くて複雑。
だから可憐で面白い。
ランズカフェでは 100 種類以上のラインナップを
ご準備していますので、是非あなた好みの１本を
探してみてください。
また、ランズカフェ以外にも色々な場所で様々な
パフェを召し上がってみてください。
そこには想像以上に甘くとろける世界が
広がっていますよ。

パフェとは？パフェとは？
ピザ＆プ

レート

ランチと
名物！

100種類
のパフェ

ピザ＆プ
レート

ランチと
名物！

100種類
のパフェ

※メニューの金額は特に表記のない限り、すべて税抜価格となっております。 お会計の際に別途、消費税を頂きますのであらかじめご了承ください。※メニューの金額は特に表記のない限り、すべて税抜価格となっております。 お会計の際に別途、消費税を頂きますのであらかじめご了承ください。



ソフトクリームパフェソフトクリームパフェ
ランズ名物！

迷ったら、 初めて来たら、
とりあえず頼んどけば間違いなし！迷ったら、 初めて来たら、
とりあえず頼んどけば間違いなし！

材料そのまま！アイス少なめ！材料そのまま！アイス少なめ！

←このマークがあるパフェは 100 円引きで
小盛りにできます。
←このマークがあるパフェは 100 円引きで
小盛りにできます。

はじめました。はじめました。

MENUMENU

小
盛

小
盛

小盛り小盛り小盛り

●ストロベリーチーズケーキ
●チョコレートケーキ
●キャラメルチーズケーキ
●W ベリーチーズケーキ

●ストロベリーチーズケーキ
●チョコレートケーキ
●キャラメルチーズケーキ
●W ベリーチーズケーキ

贅沢な超人気！
ケーキのせ。
贅沢な超人気！
ケーキのせ。

780
yen
780

yen

Wベリー
チーズケーキ
Wベリー
チーズケーキ

チョコレート
ケーキ

チョコレート
ケーキ

キャラメル
チーズケーキ
キャラメル
チーズケーキ

全高約３０センチ！

人気ナンバー１
全高約３０センチ！

人気ナンバー１

●パリパリチョコレート
●パリパリストロベリー
●パリパリ抹茶
●パリパリキャラメル

●パリパリチョコレート
●パリパリストロベリー
●パリパリ抹茶
●パリパリキャラメル

680
yen
680

yen

永遠の人気！
パリパリシリーズ。
永遠の人気！
パリパリシリーズ。

パリパリ抹茶パリパリ抹茶

パリパリ
キャラメル
パリパリ
キャラメル

パリパリ
チョコレート
パリパリ
チョコレート

パリパリ
アポロ
パリパリ
アポロ

ストロベリー
チーズケーキ
ストロベリー
チーズケーキ

パリパリ
ストロベリー
パリパリ

ストロベリー パリパリ
まっチョコ
クッキー

パリパリ
まっチョコ
クッキー

780
yen
780

yen

小
盛580

yen
580

yen

小
盛680

yen
680

yen

680
yen
680

yen

●パリパリアポロ
●パリパリまっチョコクッキー
●パリパリアポロ
●パリパリまっチョコクッキー

超贅沢！
ダブルパリパリ。
超贅沢！
ダブルパリパリ。

※一部商品を除く※一部商品を除く

できます！できます！
＋100yen＋100yen

ホイップクリームの
大盛り
ホイップクリームの
大盛り
ホイップクリームの
大盛り



680yen

九州一のソフトクリーム。九州一のソフトクリーム。
北九州の工場から直送される新鮮ソフトクリームは
ソースやトッピングと一緒に食べても
くどくならないように濃厚でありながらも
さっぱりした口当たりを実現しました。
メーカーさん曰く、 納品数　　 　らしいです !

北九州の工場から直送される新鮮ソフトクリームは
ソースやトッピングと一緒に食べても
くどくならないように濃厚でありながらも
さっぱりした口当たりを実現しました。
メーカーさん曰く、 納品数　　 　らしいです !九州一九州一

高級なアイスクリーム。高級なアイスクリーム。
メインで使用しているアイスクリームは基本的にすべて
　　　　　　　　　という市販のアイスで言えば
ハーゲンダッツやパルムと同等のいわゆる高級アイスです。
もちろん価格は一般的な業務用アイスの２倍はしますが
　　  には勝てないのです。

メインで使用しているアイスクリームは基本的にすべて
　　　　　　　　　という市販のアイスで言えば
ハーゲンダッツやパルムと同等のいわゆる高級アイスです。
もちろん価格は一般的な業務用アイスの２倍はしますが
　　  には勝てないのです。

種類別 ： アイスクリーム種類別 ： アイスクリーム

旨い！旨い！ NO ！妥協！NO ！妥協！

●キャラメルプリン
●チョコプリン
●ハニープリン

●キャラメルプリン
●チョコプリン
●ハニープリン

小
盛

小
盛

●チョコミント
●チョコチップ
●チョコミント
●チョコチップ

680
yen

680
yen

チョコ
チップ
チョコ
チップ
自家製チョコチップが

サイコーです！自家製チョコチップが

サイコーです！

チョコチップチョコチップ

フローズン
スモア
フローズン
スモア

●フローズンスモア
　チョコレート
●フローズンスモア
　ストロベリー

●フローズンスモア
　チョコレート
●フローズンスモア
　ストロベリー

パフェのてっぺんに

焼きマシュマロをのせて♪パフェのてっぺんに

焼きマシュマロをのせて♪

680
yen

680
yen

フローズンスモア
ストロベリー

フローズンスモア
ストロベリー

チョコ
パンナコッタ

チョコ
パンナコッタ

バナナバナナ

680
yen

680
yen

キャラメル
バナナ

キャラメル
バナナ

ストロベリー
バナナ

ストロベリー
バナナ まっチョコ

バナナ
まっチョコ

バナナ

ヨーグルトヨーグルト

●ストロベリーヨーグルトココ
●おぐらヨーグルトココ
●たっぷりマンゴー
　ヨーグルトココ！！

●ストロベリーヨーグルトココ
●おぐらヨーグルトココ
●たっぷりマンゴー
　ヨーグルトココ！！

ヨーグルトとソフト
クリームでスッキリ
さっぱり♪
ヨーグルトとソフト
クリームでスッキリ
さっぱり♪

650
yen

650
yen

たっぷりマンゴー
ヨーグルトココ！！
たっぷりマンゴー
ヨーグルトココ！！

おぐら
ヨーグルトココ

おぐら
ヨーグルトココ

プリンプリン
ぷるぷるプリンを
パフェのてっぺんに♪ぷるぷるプリンを
パフェのてっぺんに♪

680
yen

680
yen

ハニープリンハニープリン

チョコプリンチョコプリン

キャラメル
プリン

キャラメル
プリン

チョコバナナチョコバナナ

ストロベリー
ヨーグルトココ
ストロベリー

ヨーグルトココ

チョコミントチョコミント

フローズン
スモア

チョコレート

フローズン
スモア

チョコレート

小
盛580

yen
580

yen

小
盛580

yen
580

yen

小
盛580

yen
580

yen

小
盛580

yen
580

yen

●チョコバナナ
●まっチョコバナナ
●ストロベリーバナナ
●キャラメルバナナ

●チョコバナナ
●まっチョコバナナ
●ストロベリーバナナ
●キャラメルバナナ

650
yen

650
yen

抹茶
パンナコッタ

抹茶
パンナコッタ

生クリーム好きな方に

オススメ！生クリーム好きな方に

オススメ！

パンナコッタパンナコッタ

●抹茶パンナコッタ
●ストロベリー
　パンナコッタ
●チョコパンナコッタ

●抹茶パンナコッタ
●ストロベリー
　パンナコッタ
●チョコパンナコッタ

ストロベリー
パンナコッタ
ストロベリー
パンナコッタ

濃厚アイスの
贅沢パフェ♪濃厚アイスの
贅沢パフェ♪



スタンダードスタンダード

ワッフルコーンワッフルコーン

●チョコフレーク
●クッキーチョコレート
●クッキーキャラメル
●ハニーウォールナッツ
●アーモンドチョコ
●アーモンドキャラメル
●和風抹茶パフェ
●ビターチョコビスケット
●プチシューココア
●マシュマロチョコレート

●チョコフレーク
●クッキーチョコレート
●クッキーキャラメル
●ハニーウォールナッツ
●アーモンドチョコ
●アーモンドキャラメル
●和風抹茶パフェ
●ビターチョコビスケット
●プチシューココア
●マシュマロチョコレート

●フレーバーを選べます●●フレーバーを選べます●
・ チョコ ・ マンゴー ・ 抹茶 ・ ラズベリー
・ ブルーベリー ・ ストロベリー ・ キャラメル
・ ソースなし

ソフトクリームとアイスとコーンフレークのパフェ。
フレーバーによってアイスとソースが変わります。
ソフトクリームとアイスとコーンフレークのパフェ。
フレーバーによってアイスとソースが変わります。

R18 夜のラブパフェR18夜のラブパフェ
※完全なる下ネタですので場の凍りつき、
　周りからの白い目にご注意ください。
　パフェの内容は秘密ですが、 どうしても
　知りたい方はツイッターで検索！

※完全なる下ネタですので場の凍りつき、
　周りからの白い目にご注意ください。
　パフェの内容は秘密ですが、 どうしても
　知りたい方はツイッターで検索！

1080
yen

1080
yen

歯ごたえザクザク！歯ごたえザクザク！

クッキー
チョコレート
クッキー

チョコレート

クッキー
キャラメル
クッキー
キャラメル

ハニー
ウォールナッツ

ハニー
ウォールナッツ

アーモンド
チョコ

アーモンド
チョコ

アーモンド
キャラメル
アーモンド
キャラメル

ビターチョコ
ビスケット
ビターチョコ
ビスケット

マシュマロ
チョコレート
マシュマロ
チョコレート

和風抹茶
パフェ

和風抹茶
パフェ

プチシュー
ココア
プチシュー
ココア

天国天国
ボリューム半端なし！ボリューム半端なし！

880
yen

880
yen

プリン天国プリン天国

アイスクリーム
天国

アイスクリーム
天国

※注文は自己責任で

ホイップクリーム
しか入ってない

パフェ

ホイップクリーム
しか入ってない

パフェ

レギュラー
パフェ

レギュラー
パフェ

ジャンボパフェジャンボパフェ

モカモカ
甘さと苦味の大人味。
甘さと苦味の大人味。

●チョコチップ＆
　チョコミント
●プリン天国
●アイスクリーム天国

●チョコチップ＆
　チョコミント
●プリン天国
●アイスクリーム天国

●キャラメルモカ
●カフェモカ
●ミルクモカクッキー

●キャラメルモカ
●カフェモカ
●ミルクモカクッキー

780
yen

780
yen

カフェモカカフェモカ

ミルクモカ
クッキー
ミルクモカ
クッキー

650
yen

650
yen

チョコフレークチョコフレーク

キャラメル
モカ

キャラメル
モカ

チョコチップ
＆チョコミント
チョコチップ
＆チョコミント ミニパフェミニパフェ

小
盛680

yen
680

yen

480yen
650yen
880yen
650yen

480yen
650yen
880yen
650yen

普通サイズ

1/2 サイズ

1.5 倍サイズ

■フライドポテト
■ポテト＆ナゲット盛り

■ナゲット 15 個

￥3８0￥3８0
￥580￥580
￥580￥580

パフェのお供にいかがですか？パフェのお供にいかがですか？

●ミニパフェ
●レギュラーパフェ
●ジャンボパフェ
●ホイップクリーム
　しか入ってないパフェ

●ミニパフェ
●レギュラーパフェ
●ジャンボパフェ
●ホイップクリーム
　しか入ってないパフェ



Happy birthday
Happy birthday

ランズカフェ からお誕生日にランズカフェ からお誕生日に

パフェをご注文いただく際に
「誕生日バージョンでお願いします」 とお伝えください。
パフェの種類とニックネームをお伺いします。
なんと！花火付き！！

パフェをご注文いただく際に
「誕生日バージョンでお願いします」 とお伝えください。
パフェの種類とニックネームをお伺いします。
なんと！花火付き！！

サプライズパフェのご注文も受け付けています。 詳しくは HP をご覧ください♪サプライズパフェのご注文も受け付けています。 詳しくは HP をご覧ください♪

その場でご注文を伺いますのでサプライズには向きません。
どうしてもサプライズにしたい方はバレるのを覚悟で注文後に
コッソリお伝えください。
できるだけなんとかします！できるだけね。

その場でご注文を伺いますのでサプライズには向きません。
どうしてもサプライズにしたい方はバレるのを覚悟で注文後に
コッソリお伝えください。
できるだけなんとかします！できるだけね。

ささやかなお祝いを。ささやかなお祝いを。ささやかなお祝いを。 変更無料！変更無料！変更無料！予約
不要
予約
不要

ご注文のパフェを
誕生日バージョンへ
ご注文のパフェを
誕生日バージョンへ

680yen

金魚鉢パフェ金魚鉢パフェ
オススメ！オススメ！

キャラメルプリン
カーニバル

キャラメルプリン
カーニバル

ダイナマイト
パリパリ抹茶
ダイナマイト

パリパリ抹茶

雪だる
MAX
雪だる
MAX

ベリーベリー
ブラウニー

ベリーベリー
ブラウニー

チョコレート
ブラウニー

オレオ

チョコレート
ブラウニー

オレオ

780
yen

780
yen

780
yen

780
yen

●氷結いちごと
　ミルクチョコレート
●氷結いちごと
　ミルクストロベリー

●氷結いちごと
　ミルクチョコレート
●氷結いちごと
　ミルクストロベリー

●チョコレート
　ブラウニーオレオ
●チョコレート
　ブラウニーバナナ

●チョコレート
　ブラウニーオレオ
●チョコレート
　ブラウニーバナナ

780
yen

780
yen

●ベリーベリー
　ブラウニー
●ベリーベリー
　ブラウニー

23８０yen23８０yen

みんなでワイワイ楽しくシェア？みんなでワイワイ楽しくシェア？

それとも孤高のチャレンジ？それとも孤高のチャレンジ？
一人で完食する人もいれば、 ４人で残す人たちもいます。

胃袋に相談！最終的には根性！！一人で完食する人もいれば、 ４人で残す人たちもいます。

胃袋に相談！最終的には根性！！

ソフトクリームノ
カタマリ

ソフトクリームノ
カタマリ

鬼ヶ島アポロ鬼ヶ島アポロ

盛りすぎ
チョコチップ＆
チョコミント

盛りすぎ
チョコチップ＆
チョコミント

23８０yen
23８０yen
21８０yen
21８０yen
１9８０yen
１9８０yen
１7８０yen
１５８０yen
１5８０yen

23８０yen
23８０yen
21８０yen
21８０yen
１9８０yen
１9８０yen
１7８０yen
１５８０yen
１5８０yen

氷結いちごと
ベリーベリー

トリプルチーズ
ケーキ

氷結いちごと
ベリーベリー

トリプルチーズ
ケーキ

究極の
チョコレートパフェ

究極の
チョコレートパフェ

メガスモア
チョコレート
メガスモア
チョコレート

●氷結いちごとベリーベリー
　トリプルチーズケーキ
●盛りすぎチョコチップ＆チョコミント
●究極のチョコレートパフェ
●ダイナマイトパリパリチョコ
●ダイナマイトパリパリ抹茶
●鬼ヶ島アポロ
●キャラメルプリンカーニバル
●雪だるMAX
●メガスモアチョコレート
●ソフトクリームノカタマリ

●氷結いちごとベリーベリー
　トリプルチーズケーキ
●盛りすぎチョコチップ＆チョコミント
●究極のチョコレートパフェ
●ダイナマイトパリパリチョコ
●ダイナマイトパリパリ抹茶
●鬼ヶ島アポロ
●キャラメルプリンカーニバル
●雪だるMAX
●メガスモアチョコレート
●ソフトクリームノカタマリ

ダイナマイト

パリパリチョコダイナマイト

パリパリチョコ

チョコレート
ブラウニー
チョコレート
ブラウニー氷結いちご氷結いちご ベリーベリー

ブラウニー
ベリーベリー
ブラウニー

氷結いちごと
ミルクチョコレート

パフェ

氷結いちごと
ミルクチョコレート

パフェ

※取り皿の使用は溶けちゃうのと見た目が悪くなるためオススメはしていませんが、 どうしても取り分けたい方はお声かけください！※取り皿の使用は溶けちゃうのと見た目が悪くなるためオススメはしていませんが、 どうしても取り分けたい方はお声かけください！





drink menudrink menu

￥680
￥500
￥500
￥500 

￥500 

■ハイネケン瓶 
■角ハイボール
■ZIMA 
■赤ワイン
■白ワイン

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

￥480
￥480
￥480
￥480
￥480

■カフェラテ
■カフェモカ
■ココア
■抹茶ラテ
■キャラメルラテ

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

￥380
￥380
￥280
￥280
￥280

■瓶コカ・コーラ 
■瓶ジンジャーエール
■オレンジジュース
■アップルジュース
■ウーロン茶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

COFFEE   TEACOFFEE   TEA

SOFT drinkSOFT drink ALCOHOLALCOHOL

■パフェ屋のバナナジュース・・・・・・￥480
■パフェ屋のいちごミルク・・・・・・・・・￥580
■パフェ屋のバナナジュース・・・・・・￥480
■パフェ屋のいちごミルク・・・・・・・・・￥580

ふわふわミルクのふわふわミルクの

LATTE drinkLATTE drink

￥380
￥380

■コーヒー
■紅茶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ソフトクリームやバニラ
アイスなどをミックスして

シェイクした、ランズの
オリジナルバナナジュース

ソフトクリームやバニラ
アイスなどをミックスして

シェイクした、ランズの
オリジナルバナナジュース

「バナナジュース」「バナナジュース」

パフェの材料で作ったパフェの材料で作った

SWEETS drinkSWEETS drink

シロップなどを使わずに、
たっぷりのイチゴ果肉のみで

風味をつけた超贅沢な
スムージータイプのドリンク

シロップなどを使わずに、
たっぷりのイチゴ果肉のみで

風味をつけた超贅沢な
スムージータイプのドリンク

「いちごミルク」「いちごミルク」



ランズカフェは昭和50年代に大分市
府内町にオープンし、創業40年を
越える大分でも有数の老舗カフェです。
創業以来、人の顔ほどもある大きさと
100種類を越えるラインナップの
パフェを名物として幅広い層の方々に
支持されてきました。
ランズカフェ別府は元号が令和に
変わる直前の平成31年4月に
オープンし、名物のパフェはそのままに
『別府駅から一番近いカフェ』として
幅広いお客様の様々なシーンに合うよう、
ランチや具沢山のピザ、淹れたての
コーヒーなどの色々なメニューを自信を
持ってご提供しています。
別府で一番のカフェになるべくスタッフ
一同日々奮闘中！どうぞ皆さま、
ゆったりとしたカフェタイム
をランズカフェ別府で
お過ごし下さい。

ランズカフェは昭和50年代に大分市
府内町にオープンし、創業40年を
越える大分でも有数の老舗カフェです。
創業以来、人の顔ほどもある大きさと
100種類を越えるラインナップの
パフェを名物として幅広い層の方々に
支持されてきました。
ランズカフェ別府は元号が令和に
変わる直前の平成31年4月に
オープンし、名物のパフェはそのままに
『別府駅から一番近いカフェ』として
幅広いお客様の様々なシーンに合うよう、
ランチや具沢山のピザ、淹れたての
コーヒーなどの色々なメニューを自信を
持ってご提供しています。
別府で一番のカフェになるべくスタッフ
一同日々奮闘中！どうぞ皆さま、
ゆったりとしたカフェタイム
をランズカフェ別府で
お過ごし下さい。

●メニュー表を準備していますのでお気軽にお尋ねください。●メニュー表を準備していますのでお気軽にお尋ねください。●メニュー表を準備していますのでお気軽にお尋ねください。●メニュー表を準備していますのでお気軽にお尋ねください。

●全４４席      ●Wi-Fi 完備♪
●全席禁煙！ ●キャッシュレス対応
●全４４席      ●Wi-Fi 完備♪
●全席禁煙！ ●キャッシュレス対応

テイクアウトの時間指定予約できます！
ご予約は→TEL:080-5805-7369
テイクアウトの時間指定予約できます！
ご予約は→TEL:080-5805-7369

https://ranzucafe.jphttps://ranzucafe.jp

@ranzucafe( ランズカフェの大ちゃん )@ranzucafe( ランズカフェの大ちゃん )

パフェの写真を見たい方！インスタグラムを見せながらの注文も OK。パフェの写真を見たい方！インスタグラムを見せながらの注文も OK。

@Ranzucafe( ランズカフェの大ちゃん )@Ranzucafe( ランズカフェの大ちゃん )
大ちゃんのただのつぶやきなのにフォロワー10000人超え！大ちゃんのただのつぶやきなのにフォロワー10000人超え！

@ranzucafebeppu( ランズカフェ別府店 )@ranzucafebeppu( ランズカフェ別府店 )

お店を友達登録して新メニュー情報やクーポンをゲットしよう！お店を友達登録して新メニュー情報やクーポンをゲットしよう！

ローストビーフボウルローストビーフボウル
￥800￥800

デミチーズハンバーグボウルデミチーズハンバーグボウル
￥800￥800

チキン南蛮ボウルチキン南蛮ボウル
￥700￥700

■ローストビーフボウル

■チキン南蛮ボウル

■デミチーズハンバーグボウル

■デミチーズヒレカツボウル

■ガパオライスボウル

■タコライスボウル

■ほどける牛タン煮込みカレーライス

■ヒレカツカレーライス

■チキン南蛮カレーライス

■ローストビーフカレーライス

■ローストビーフボウル

■チキン南蛮ボウル

■デミチーズハンバーグボウル

■デミチーズヒレカツボウル

■ガパオライスボウル

■タコライスボウル

■ほどける牛タン煮込みカレーライス

■ヒレカツカレーライス

■チキン南蛮カレーライス

■ローストビーフカレーライス

■ローストビーフボウル

■チキン南蛮ボウル

■デミチーズハンバーグボウル

■デミチーズヒレカツボウル

■ガパオライスボウル

■タコライスボウル

■ほどける牛タン煮込みカレーライス

■ヒレカツカレーライス

■チキン南蛮カレーライス

■ローストビーフカレーライス

■ローストビーフボウル

■チキン南蛮ボウル

■デミチーズハンバーグボウル

■デミチーズヒレカツボウル

■ガパオライスボウル

■タコライスボウル

■ほどける牛タン煮込みカレーライス

■ヒレカツカレーライス

■チキン南蛮カレーライス

■ローストビーフカレーライス

■ローストビーフボウル

■チキン南蛮ボウル

■デミチーズハンバーグボウル

■デミチーズヒレカツボウル

■ガパオライスボウル

■タコライスボウル

■ほどける牛タン煮込みカレーライス

■ヒレカツカレーライス

■チキン南蛮カレーライス

■ローストビーフカレーライス

人気ランチメニューがお持ち帰りできます！
人気ランチメニューがお持ち帰りできます！

※テイクアウトの表示価格は
　全て税込みです。

※テイクアウトの表示価格は
　全て税込みです。

￥800

￥700

￥800

￥800

￥700

￥700

￥600

￥800

￥800

￥900

￥800

￥700

￥800

￥800

￥700

￥700

￥600

￥800

￥800

￥900

ランズ名物のパフェを車内や公園、
食べ歩きにどうぞ。
ランズ名物のパフェを車内や公園、
食べ歩きにどうぞ。

￥100＋ホイップ大盛り
※小盛りはできません。

/ LINE UP // LINE UP /

・・・・・・￥700・・・・・・￥700

・・・・・・・・・・・・・・￥700・・・・・・・・・・・・・・￥700

・・・￥700・・・￥700

・・・・・・・・・・・・・￥600・・・・・・・・・・・・・￥600

・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥800・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥800

・・・・・・ALL￥1000・・・・・・ALL￥1000

辛辛■ペパロニチリトマトピザ

■サイコロベーコンとトマトのバジルピザ

■テリタマ炭火焼チキンピザ

■ハンバーグカレーピザ

■明太マヨとハッシュドポテトウインナーピザ

バジルソース

トマトソース

カレーソース

マシマシマシ
マシマシチーズ

テリマヨソース

●メニュー表を準備していますのでお気軽にお尋ねください。●メニュー表を準備していますのでお気軽にお尋ねください。●メニュー表を準備していますのでお気軽にお尋ねください。●メニュー表を準備していますのでお気軽にお尋ねください。

PIZZA!箱代無料！ 8ピースにカット済み！　

・バジル・トマト・カレー
・テリマヨ・明太マヨ



■ミニハニーフレンチトースト（バニラアイス添え）

■ミニアメリカンブラウニー（バニラアイス添え）

 

※アイスクリームはお好みで変更できます。

※アイスクリームはお好みで変更できます。

※ランチをご注文のお客様対象

  ■ヒレカツカレーライス■ヒレカツカレーライス 880￥880￥

■ローストビーフカレーライス■ローストビーフカレーライス 980￥980￥

■チキン南蛮カレーライス■チキン南蛮カレーライス 880￥880￥

ほどけるほどける

PLATE LUNCHPLATE LUNCH

 
LUNCHにプラス

￥3８０MINISWEETSSET
食後の食後の

ごはん大盛り無料！全品ドリンク・サラダ付き！
ごはん大盛り無料！全品ドリンク・サラダ付き！

■ハッシュドポテトの焼きチーズカレー■ハッシュドポテトの焼きチーズカレー 780￥780￥

■トマトとウィンナーの焼きチーズカレー■トマトとウィンナーの焼きチーズカレー 780￥780￥

■マシマシチーズの焼きチーズカレー■マシマシチーズの焼きチーズカレー 880￥880￥

■肉の旨味ハンバーグの焼きチーズカレー■肉の旨味ハンバーグの焼きチーズカレー 980￥980￥

■チキン南蛮プレート■チキン南蛮プレート 780780￥￥

■牛タン煮込みカレーライス■牛タン煮込みカレーライス 680680￥￥

■ローストビーフライスプレート■ローストビーフライスプレート 880880￥￥

■デミチーズヒレカツプレート■デミチーズヒレカツプレート 880880￥￥

■デミチーズハンバーグプレート■デミチーズハンバーグプレート 880880￥￥

■ガパオライスプレート■ガパオライスプレート 780780￥￥

■タコライスプレート■タコライスプレート 780780￥￥

■クロワッサンプレート■クロワッサンプレート 580580￥￥（サラダ・キッシュ・クロワッサン）（サラダ・キッシュ・クロワッサン）

■ローストビーフ肉盛りライスプレート■ローストビーフ肉盛りライスプレート 10801080￥￥

肉大盛！

真空低温調理で

ゆっくりと時間をかけて

火入れをするので、

お肉の中心まで綺麗な

ロゼピンクで仕上がってます。

自家製のガリバタ醤油ダレとの

相性が抜群！

真空低温調理で

ゆっくりと時間をかけて

火入れをするので、

お肉の中心まで綺麗な

ロゼピンクで仕上がってます。

自家製のガリバタ醤油ダレとの

相性が抜群！

カトレア醤油仕立ての

甘酢ダレと蘭王たまごを

使ったタルタルは、

まさに大分のチキン南蛮！

ランズ自慢の逸品！

カトレア醤油仕立ての

甘酢ダレと蘭王たまごを

使ったタルタルは、

まさに大分のチキン南蛮！

ランズ自慢の逸品！

800￥800￥ALLALL ※表示価格は全て税抜きです。

チーズマシ +￥１００　チーズマシマシ +￥１８０

PIZZA LUNCHPIZZA LUNCH
●サイコロベーコンとトマトのバジルピザ

●テリタマ炭火焼チキンピザ

●ペパロニチリトマトピザ

●明太マヨとハッシュドポテトウィンナーピザ
辛辛

 閉店までオープンから

※付け合わせ ・ 盛り付けは変更になる場合がございます。

※付け合わせ ・ 盛り付けは変更になる場合がございます。

ピザメニューの中から

特にオススメをチョイス

しました！

 アップルジュース  |  オレンジジュース  |  ウーロン茶

コーヒー（ホット・アイス） | 紅茶（ホット・アイス）瓶コカ・コーラ | 瓶ジンジャーエール ラテドリンク（ホット・アイス） |
ふわふわミルクの ●カフェラテ     ●カフェモカ

●ココア           ●抹茶ラテ
●キャラメルラテ

パフェ屋の

バナナジュース       | いちごミルク
パフェ屋の

 
ランチメニューランチメニュー 選べるドリンク選べるドリンク

+￥100で+￥100で+￥100で+￥100で +￥200で+￥200で+￥200で+￥200で +￥300で+￥300で

※お好きなドリンクをおひとつお選びください。※お好きなドリンクをおひとつお選びください。

CURRY LUNCHCURRY LUNCH
赤ワインとフォンドボーで

煮込まれた牛タンは

唇でほどける柔らかさ！

野菜や果実の甘さと

カレーのスパイシーさが

食欲をそそります！

赤ワインとフォンドボーで

煮込まれた牛タンは

唇でほどける柔らかさ！

野菜や果実の甘さと

カレーのスパイシーさが

食欲をそそります！

マークのあるメニューは+100円でライスをクロワッサンに変更出来ます。マークのあるメニューは+100円でライスをクロワッサンに変更出来ます。

DRINK SET
※ランチをご注文のお客様対象



・RANZU CAFE BEPPU TAKE OUT MENU INFORMATION・ 

税込価格ライス大盛り無料！

箱代無料！ 8ピースにカット済み！　PIZZA!

■テリタルハッシュドポテト
   ウィンナーピザ ....... ￥700

■テリタマ炭火焼チキンピザ
.........................￥700

■テリマヨ炭火焼チキンピザ
.........................￥600

■サイコロベーコンとトマトの
　バジルピザ...........￥700

■緑のマルゲリータピザ.......
　......................￥600

■ペパロニチリバジルピザ　
　......................￥700

辛辛

辛辛

■タルタルハッシュドポテト
   ウィンナーピザ ......... ￥700

■ペパロニチリトマトピザ ￥700
■赤いマルゲリータピザ ￥500

■海老と明太マヨピザ ......
　..................... ￥700
■明太マヨとハッシュドポテト
   ウィンナーピザ ...... ￥700 ■ハンバーグカレーピザ ￥800

■ハッシュドポテトウィンナー
　カレーピザ ......... ￥700

■タマゴカレーピザ ... ￥600

・ バジル       ・ トマト
・ テリマヨ    ・ 明太マヨ
・ カレー

ピザソースは下記から
お選びいただけます

日本人なら誰でも大好き！

甘辛い醤油ベースソースです♪日本人なら誰でも大好き！

甘辛い醤油ベースソースです♪
トマトの旨味と食感がたまらない！

ほんのり甘味を感じる

味わいソース♪

トマトの旨味と食感がたまらない！

ほんのり甘味を感じる

味わいソース♪

タマネギの煮溶けた旨味が絶品の

ちょっとスパイシーなカレーソースです♪タマネギの煮溶けた旨味が絶品の

ちょっとスパイシーなカレーソースです♪辛子明太子とマヨネーズを合わせた

つぶつぶ食感のジャンキーソース♪辛子明太子とマヨネーズを合わせた

つぶつぶ食感のジャンキーソース♪ チーズをてんこ盛りにして焼きました！

生地よりチーズの方が多いです♪チーズをてんこ盛りにして焼きました！

生地よりチーズの方が多いです♪

ALL ￥1000

アンチョビを入れてコクを出した

自慢の自家製バジルソース。

オススメです！

アンチョビを入れてコクを出した

自慢の自家製バジルソース。

オススメです！

￥800
■海老とトマトのバジルピザ
　......................

￥800
■タルタル海老
　アボカドピザ .........

■明太マヨと
   アボカドベーコンピザ ￥700

●表示価格は全て税込です。●テイクアウト商品の店内飲食はご遠慮ください。●お買い上げ後は、なるべく早めにお召し上がりください。●品切れの際はご了承ください。●商品は全てお持ち帰り専用容器でご用意いたします。店内飲食と盛り付けが違う場合がございま
す。ご了承ください。●ご注文を受けてからお作りいたしますので、数量が多い場合や混雑時にはお時間がかかる場合がございます。●フードメニューは時間指定予約も可能です。パフェは店頭で注文されてからすごいスピードで作ります。

別
府
駅

デカ弁さん

別
大
興
産
さ
ん

ひ
よ
こ

饅
頭
さ
ん

バス
タクシー
駐車場

別府駅を出て、
ひよこ饅頭さんの
ところを右に曲がって
すぐの白い建物の
2Fです！
　

別府駅を出て、
ひよこ饅頭さんの
ところを右に曲がって
すぐの白い建物の
2Fです！
　コ

コ
コ
コ 1Fはドラゴン厨房さん、

2Fがランズカフェ別府です。

世界一わかりやすいランズカフェ案内図世界一わかりやすいランズカフェ案内図世界一わかりやすいランズカフェ案内図
ランズカフェ別府ランズカフェ別府 https://ranzucafe.jphttps://ranzucafe.jp

大分県別府市駅前町 １２-１９ / ２F

定休日 ： なし

駐車場 ： なし

大分県別府市駅前町 １２-１９ / ２F

定休日 ： なし

駐車場 ： なし

 080-5805-7369 080-5805-7369
ランズカフェ別府お持ち帰り予約専用ダイヤルランズカフェ別府お持ち帰り予約専用ダイヤル

※専用の駐車場はございませんので
　お近くの有料パーキングを
　ご利用ください。

@ranzucafebeppu(ランズカフェ別府店)@ranzucafebeppu(ランズカフェ別府店)LINELINE

@Ranzucafe( ランズカフェの大ちゃん )@Ranzucafe( ランズカフェの大ちゃん )TwitterTwitter

@ranzucafe( ランズカフェの大ちゃん )@ranzucafe( ランズカフェの大ちゃん )インスタグラムインスタグラム

各種SNSからのお問い合わせ、ご予約可能！各種SNSからのお問い合わせ、ご予約可能！各種SNSからのお問い合わせ、ご予約可能！

・・・・・・・・・・・￥500・・・・・・・・・・・￥500■ポテト＆ナゲット ■ポテト＆ナゲット ・・・・・・・・・・・￥500・・・・・・・・・・・￥500■チキンナゲット ■チキンナゲット (15個)

超贅沢ダブルパリパリ。超贅沢ダブルパリパリ。
■パリパリアポロ ・・・・・・・・・・・・・・・
■パリパリまっチョコクッキー ・・・・・・・・¥
■パリパリアポロ ・・・・・・・・・・・・・・・
■パリパリまっチョコクッキー ・・・・・・・・¥
■パリパリアポロ ・・・・・・・・・・・・・・・
■パリパリまっチョコクッキー ・・・・・・・・¥
■パリパリアポロ ・・・・・・・・・・・・・・・
■パリパリまっチョコクッキー ・・・・・・・・¥
■パリパリアポロ ・・・・・・・・・・・・・・・
■パリパリまっチョコクッキー ・・・・・・・・¥

贅沢な超人気ケーキのせ。贅沢な超人気ケーキのせ。

氷結いちご氷結いちご
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー
■氷結いちごとミルクチョコレート
■氷結いちごとミルクストロベリー

ベリーベリーブラウニーベリーベリーブラウニー
■ベリーベリーブラウニー■ベリーベリーブラウニー■ベリーベリーブラウニー■ベリーベリーブラウニー■ベリーベリーブラウニー

チョコレートブラウニーチョコレートブラウニー
■チョコレートブラウニーオレオ
■チョコレートブラウニーバナナ
■チョコレートブラウニーオレオ
■チョコレートブラウニーバナナ
■チョコレートブラウニーオレオ
■チョコレートブラウニーバナナ
■チョコレートブラウニーオレオ
■チョコレートブラウニーバナナ
■チョコレートブラウニーオレオ
■チョコレートブラウニーバナナ

パリパリシリーズ。パリパリシリーズ。

ランズ
名物！
ランズ
名物！

￥700￥700
￥700￥700
￥700￥700
￥700￥700

■ストロベリーチーズケーキ ・・・・・・・・・
■チョコレートケーキパフェ ・・・・・・・・・
■キャラメルチーズケーキ ・・・・・・・・・・
■Wベリーチーズケーキ ・・・・・・・・・・・・

■ストロベリーチーズケーキ ・・・・・・・・・
■チョコレートケーキパフェ ・・・・・・・・・
■キャラメルチーズケーキ ・・・・・・・・・・
■Wベリーチーズケーキ ・・・・・・・・・・・・

■ストロベリーチーズケーキ ・・・・・・・・・
■チョコレートケーキパフェ ・・・・・・・・・
■キャラメルチーズケーキ ・・・・・・・・・・
■Wベリーチーズケーキ ・・・・・・・・・・・・

■ストロベリーチーズケーキ ・・・・・・・・・
■チョコレートケーキパフェ ・・・・・・・・・
■キャラメルチーズケーキ ・・・・・・・・・・
■Wベリーチーズケーキ ・・・・・・・・・・・・

■ストロベリーチーズケーキ ・・・・・・・・・
■チョコレートケーキパフェ ・・・・・・・・・
■キャラメルチーズケーキ ・・・・・・・・・・
■Wベリーチーズケーキ ・・・・・・・・・・・・

￥600￥600
￥600￥600
￥600￥600
￥600￥600

■パリパリチョコレート ・・・・・・・・・・・・
■パリパリストロベリー ・・・・・・・・・・・・
■パリパリ抹茶 ・・・ ・・・・・・・・・・・・・
■パリパリキャラメル ・・・・・・・・・・・・・

■パリパリチョコレート ・・・・・・・・・・・・
■パリパリストロベリー ・・・・・・・・・・・・
■パリパリ抹茶 ・・・ ・・・・・・・・・・・・・
■パリパリキャラメル ・・・・・・・・・・・・・

■パリパリチョコレート ・・・・・・・・・・・・
■パリパリストロベリー ・・・・・・・・・・・・
■パリパリ抹茶 ・・・ ・・・・・・・・・・・・・
■パリパリキャラメル ・・・・・・・・・・・・・

■パリパリチョコレート ・・・・・・・・・・・・
■パリパリストロベリー ・・・・・・・・・・・・
■パリパリ抹茶 ・・・ ・・・・・・・・・・・・・
■パリパリキャラメル ・・・・・・・・・・・・・

■パリパリチョコレート ・・・・・・・・・・・・
■パリパリストロベリー ・・・・・・・・・・・・
■パリパリ抹茶 ・・・ ・・・・・・・・・・・・・
■パリパリキャラメル ・・・・・・・・・・・・・

プリンプリン
■キャラメルプリン ・・・・・・・・・
■チョコプリン ・・・・・・・・・・・・
■ハニープリン ・・・・・・・・・・・・

■キャラメルプリン ・・・・・・・・・
■チョコプリン ・・・・・・・・・・・・
■ハニープリン ・・・・・・・・・・・・

■キャラメルプリン ・・・・・・・・・
■チョコプリン ・・・・・・・・・・・・
■ハニープリン ・・・・・・・・・・・・

■キャラメルプリン ・・・・・・・・・
■チョコプリン ・・・・・・・・・・・・
■ハニープリン ・・・・・・・・・・・・

■キャラメルプリン ・・・・・・・・・
■チョコプリン ・・・・・・・・・・・・
■ハニープリン ・・・・・・・・・・・・

バナナバナナ
￥600￥600
￥600￥600
￥600￥600
￥600￥600

■チョコバナナ ・・・・・・・・・・・・
■まっチョコバナナ・・・・・・・・・
■ストロベリーバナナ ・・・ ・・・・
■キャラメルバナナ ・・・・・・・・

■チョコバナナ ・・・・・・・・・・・・
■まっチョコバナナ・・・・・・・・・
■ストロベリーバナナ ・・・ ・・・・
■キャラメルバナナ ・・・・・・・・

■チョコバナナ ・・・・・・・・・・・・
■まっチョコバナナ・・・・・・・・・
■ストロベリーバナナ ・・・ ・・・・
■キャラメルバナナ ・・・・・・・・

■チョコバナナ ・・・・・・・・・・・・
■まっチョコバナナ・・・・・・・・・
■ストロベリーバナナ ・・・ ・・・・
■キャラメルバナナ ・・・・・・・・

■チョコバナナ ・・・・・・・・・・・・
■まっチョコバナナ・・・・・・・・・
■ストロベリーバナナ ・・・ ・・・・
■キャラメルバナナ ・・・・・・・・

ヨーグルトヨーグルト
￥600￥600
￥600￥600
￥600￥600

■ストロベリーヨーグルトココ ・・
■おぐらヨーグルトココ・・・・・・
■たっぷりマンゴーヨーグルト ・・

■ストロベリーヨーグルトココ ・・
■おぐらヨーグルトココ・・・・・・
■たっぷりマンゴーヨーグルト ・・

■ストロベリーヨーグルトココ ・・
■おぐらヨーグルトココ・・・・・・
■たっぷりマンゴーヨーグルト ・・

■ストロベリーヨーグルトココ ・・
■おぐらヨーグルトココ・・・・・・
■たっぷりマンゴーヨーグルト ・・

■ストロベリーヨーグルトココ ・・
■おぐらヨーグルトココ・・・・・・
■たっぷりマンゴーヨーグルト ・・

見た目も味も
ちょっとリッチなパフェ
見た目も味も
ちょっとリッチなパフェ
見た目も味も
ちょっとリッチなパフェ
見た目も味も
ちょっとリッチなパフェ
見た目も味も
ちょっとリッチなパフェ

￥600￥600
￥600￥600
￥600￥600

・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥300・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥300

・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥300・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥300
■アイスコーヒー・・・・・・・・・・・■アイスコーヒー・・・・・・・・・・・

■ホットコーヒー・・・・・・・・・・・■ホットコーヒー・・・・・・・・・・・

パフェ屋のパフェ屋の

一杯ずつこだわって
煎れたコーヒー
一杯ずつこだわって
煎れたコーヒー

ALL
￥700￥700

ランズ名物のパフェを車内や公園、食べ歩きにどうぞ。
期間限定メニューのパフェもほぼ全品テイクアウトできます。メニュー表ご準備していますのでお気軽にお訪ね下さい。期間限定メニューのパフェもほぼ全品テイクアウトできます。メニュー表ご準備していますのでお気軽にお訪ね下さい。 ※小盛りはできません。￥100￥100＋ホイップ大盛り

￥700￥700
￥700￥700

パフェは持って帰って家で
食べれるようには

設計されておりませんので、
車内や公園や食べ歩きで

召し上がってください!

ソフトクリームパフェソフトクリームパフェ
迷ったら、初めて来たら、
とりあえず頼んどけば間違いなし！
迷ったら、初めて来たら、
とりあえず頼んどけば間違いなし！

ソフトクリームパフェソフトクリームパフェソフトクリームパフェ
迷ったら、初めて来たら、
とりあえず頼んどけば間違いなし！
迷ったら、初めて来たら、
とりあえず頼んどけば間違いなし！
迷ったら、初めて来たら、
とりあえず頼んどけば間違いなし！

ワッフルコーンワッフルコーン
￥600￥600
￥600￥600
￥600￥600
￥600￥600
￥600￥600
￥600￥600
￥600￥600
￥600￥600
￥600￥600

■クッキーチョコレート ・・・・
■クッキーキャラメル ・・・・・
■ハニーウォールナッツ ・・・・
■アーモンドチョコ ・・・・・・
■アーモンドキャラメル ・ ・・
■和風抹茶パフェ・ ・ ・ ・・
■ビターチョコビスケット・・・
■プチシューココア ・・・・・・・
■マシュマロチョコレート・・・

■クッキーチョコレート ・・・・
■クッキーキャラメル ・・・・・
■ハニーウォールナッツ ・・・・
■アーモンドチョコ ・・・・・・
■アーモンドキャラメル ・ ・・
■和風抹茶パフェ・ ・ ・ ・・
■ビターチョコビスケット・・・
■プチシューココア ・・・・・・・
■マシュマロチョコレート・・・

■クッキーチョコレート ・・・・
■クッキーキャラメル ・・・・・
■ハニーウォールナッツ ・・・・
■アーモンドチョコ ・・・・・・
■アーモンドキャラメル ・ ・・
■和風抹茶パフェ・ ・ ・ ・・
■ビターチョコビスケット・・・
■プチシューココア ・・・・・・・
■マシュマロチョコレート・・・

■クッキーチョコレート ・・・・
■クッキーキャラメル ・・・・・
■ハニーウォールナッツ ・・・・
■アーモンドチョコ ・・・・・・
■アーモンドキャラメル ・ ・・
■和風抹茶パフェ・ ・ ・ ・・
■ビターチョコビスケット・・・
■プチシューココア ・・・・・・・
■マシュマロチョコレート・・・

■クッキーチョコレート ・・・・
■クッキーキャラメル ・・・・・
■ハニーウォールナッツ ・・・・
■アーモンドチョコ ・・・・・・
■アーモンドキャラメル ・ ・・
■和風抹茶パフェ・ ・ ・ ・・
■ビターチョコビスケット・・・
■プチシューココア ・・・・・・・
■マシュマロチョコレート・・・

モカモカ
￥700￥700
￥700￥700
￥700￥700

■キャラメルモカ・・・・・・・・・・
■カフェモカ・・・・・・・・・・・・・
■ミルクモカクッキー・・・・・・・

■キャラメルモカ・・・・・・・・・・
■カフェモカ・・・・・・・・・・・・・
■ミルクモカクッキー・・・・・・・

■キャラメルモカ・・・・・・・・・・
■カフェモカ・・・・・・・・・・・・・
■ミルクモカクッキー・・・・・・・

■キャラメルモカ・・・・・・・・・・
■カフェモカ・・・・・・・・・・・・・
■ミルクモカクッキー・・・・・・・

■キャラメルモカ・・・・・・・・・・
■カフェモカ・・・・・・・・・・・・・
■ミルクモカクッキー・・・・・・・

天国天国
￥800￥800
￥800￥800
￥800￥800

■チョコチップ＆チョコミント・・
■プリン天国・・・・・・・・・・・・
■アイスクリーム天国・・・・・・

■チョコチップ＆チョコミント・・
■プリン天国・・・・・・・・・・・・
■アイスクリーム天国・・・・・・

■チョコチップ＆チョコミント・・
■プリン天国・・・・・・・・・・・・
■アイスクリーム天国・・・・・・

■チョコチップ＆チョコミント・・
■プリン天国・・・・・・・・・・・・
■アイスクリーム天国・・・・・・

■チョコチップ＆チョコミント・・
■プリン天国・・・・・・・・・・・・
■アイスクリーム天国・・・・・・

パンナコッタパンナコッタ
￥600￥600
￥600￥600
￥600￥600

■抹茶パンナコッタ ・・・・・・・
■ストロベリーパンナコッタ・・・
■チョコパンナコッタ ・・・・・・・

■抹茶パンナコッタ ・・・・・・・
■ストロベリーパンナコッタ・・・
■チョコパンナコッタ ・・・・・・・

■抹茶パンナコッタ ・・・・・・・
■ストロベリーパンナコッタ・・・
■チョコパンナコッタ ・・・・・・・

■抹茶パンナコッタ ・・・・・・・
■ストロベリーパンナコッタ・・・
■チョコパンナコッタ ・・・・・・・

■抹茶パンナコッタ ・・・・・・・
■ストロベリーパンナコッタ・・・
■チョコパンナコッタ ・・・・・・・

￥600￥600
￥600￥600

チョコチップチョコチップ
■チョコミント ・・・・・・・・・
■チョコチップ・・・・・・・・・・
■チョコミント ・・・・・・・・・
■チョコチップ・・・・・・・・・・
■チョコミント ・・・・・・・・・
■チョコチップ・・・・・・・・・・
■チョコミント ・・・・・・・・・
■チョコチップ・・・・・・・・・・
■チョコミント ・・・・・・・・・
■チョコチップ・・・・・・・・・・

・充実！テイクアウトメニューを特別価格で・

■デミチーズヒレカツボウル
■ガパオライスボウル
■タコライスボウル
■ほどける牛タン煮込みカレーライス
■ヒレカツカレーライス
■チキン南蛮カレーライス
■ローストビーフカレーライス

■デミチーズヒレカツボウル
■ガパオライスボウル
■タコライスボウル
■ほどける牛タン煮込みカレーライス
■ヒレカツカレーライス
■チキン南蛮カレーライス
■ローストビーフカレーライス

■デミチーズヒレカツボウル
■ガパオライスボウル
■タコライスボウル
■ほどける牛タン煮込みカレーライス
■ヒレカツカレーライス
■チキン南蛮カレーライス
■ローストビーフカレーライス

■デミチーズヒレカツボウル
■ガパオライスボウル
■タコライスボウル
■ほどける牛タン煮込みカレーライス
■ヒレカツカレーライス
■チキン南蛮カレーライス
■ローストビーフカレーライス

■デミチーズヒレカツボウル
■ガパオライスボウル
■タコライスボウル
■ほどける牛タン煮込みカレーライス
■ヒレカツカレーライス
■チキン南蛮カレーライス
■ローストビーフカレーライス

￥800
￥700
￥700
￥600
￥800
￥800
￥900

￥800
￥700
￥700
￥600
￥800
￥800
￥900

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ローストビーフボウルローストビーフボウル
￥800￥800

ローストビーフボウルローストビーフボウルローストビーフボウル
￥800￥800￥800

デミチーズハンバーグボウルデミチーズハンバーグボウル
￥800￥800

デミチーズハンバーグボウルデミチーズハンバーグボウルデミチーズハンバーグボウル
￥800￥800￥800

チキン南蛮ボウルチキン南蛮ボウル
￥700￥700
チキン南蛮ボウルチキン南蛮ボウルチキン南蛮ボウル
￥700￥700￥700

パフェ

バジルソース トマトソース

カレーソース マシマシマシ
マシマシチーズ

テリマヨソース

COFFEE

RANZU CAFE TIMES

人気ランチメニューがお持ち帰りできます！人気ランチメニューがお持ち帰りできます！




