
ランズカフェのパフェ

6 旬の完熟トマトを使用

4 神タルタル 5 柔らかジューシーチキン南蛮

3 プリン

2 アイスクリーム

チキン南蛮昭和ナポリタン

1 ソフトクリーム

ランズ珈琲ヒストリー

大分の街にしっかりと刻まれた歴史。その
時代のお客様と共に生きていくお店の変
化。その両方をお楽しみください。

本日もごゆっくりと、それぞれのお客様に
とっての「良い時間」をランズでお過ごし
下さい。ご来店ありがとうございます。

40年の歴史を総括するかのように名物の
大きなパフェはそのままに季節に合わせ
た旬のスイーツや珈琲、スパゲティなど幅
広い年代の方に使ってもらえる令和の喫
茶店『ランズ珈琲（カフェ）』として生まれ
変わりました。

昭和56年の創業当時は純喫茶の『和蘭豆
（ランズ）』、昭和62年の3代目からはパフェ
屋の『RanzuCafe』

そして創業40年となった令和3年。

1981年（昭和56年）創業、大分でも

有数の老舗喫茶店です。

創業して40年間、ずっと呼び名は

「ランズ」のまま。

しにせ

ロゴマークへの
想い

ランズ珈琲の“こだわり”

パフェ評論家の 屋さんのパフェ本にも !
書籍「パフェ本」で取り上げてもらい、ラジオでも「種類が多くて
ソフトクリームが美味しい」と紹介してもらいました。

創業当時の『和蘭豆』という表記は

“コーヒー”がオランダから伝来した時

の日本語表記だったようです。創業者へ

のリスペクトと、喫茶店回帰の意味をこめて“コーヒー豆（和蘭

豆）”に、名物の“パフェ”を合わせてロゴにしました。

7 もっちりパスタ

一
番
人
気
の
パ
フ
ェ
で
す
！
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SSSSSSwwwwwweeeeeeeeettttssssss DDDDDDddddddrrrriiiinnnnnnkkkスイーツドリンク
パフェかドリンクか迷ったらこれ

食べるドリンク！！パフェ屋の

まんまるアイスの

ランズ自慢のパフェの材料を使ってミキサーでシェイクした
ここにしかないオリジナルドリンク！これはまさに【飲むパフェ】

半分食べて半分飲むべし！

クリーム
ソーダ

¥580（税込¥638）
いちごミルク

¥580（税込¥638）
バナナジュース

¥680（税込¥748）
プリンセーキ

¥580（税込¥638）
メロン

¥580（税込¥638）
ハワイ

●ココア ¥480（税込¥528）

●ウインナーコーヒー ¥480（税込¥528）

●カフェオレ ¥480（税込¥528）

●ホットミルク ¥380（税込¥418）

●コーンスープ ¥480（税込¥528）

●チョコレートウインナーコーヒー ¥580（税込¥638）

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

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

名物のランズプリンをソフト
クリームや牛乳と一緒にシェ
イク！たっぷりカラメルで満
足度◎！

コーヒー
●ホットコーヒー¥380（税込¥418）

●アイスコーヒー ¥380（税込¥418）

●コロンビア ¥380（税込¥418）

●ブルーマウンテン
¥580（税込¥638）

●カフェインレスアイスブレンド
¥480（税込¥528）

●カフェインレスブレンド
¥480（税込¥528）

紅茶
●アールグレイ ¥380（税込¥418）

●ポットティー ¥580（税込¥638）

●レモンティー ¥480（税込¥528）

●アイスティー ¥380（税込¥418）

●アイスレモンティー
¥480（税込¥528）

ジュース
●コカ・コーラ瓶 ¥380（税込¥418）

●ジンジャーエール瓶
¥380（税込¥418）

●100%オレンジ ¥380（税込¥418）

●100%アップル ¥380（税込¥418）

●レモネードスカッシュ
¥480（税込¥528）

●ウーロン茶 ¥380（税込¥418）

アルコール
●サッポロ中瓶

¥680（税込¥748）

●ハイネケン
¥680（税込¥748）

●角ハイボール
¥580（税込¥638）

Alcohol

Coffee

Tea

Juice

アイスドリンク
●アイスカフェオレ¥480（税込¥528）

●アイスココア ¥480（税込¥528）

●アイスミルク ¥380（税込¥418）

●アイスウインナーコーヒー
¥480（税込¥528）

●アイスチョコレート
  ウインナーコーヒー 

¥580
（税込¥638）

Ice Drink

 ホットドリンク Hot Drink

おっきくスクープした濃厚
バニラアイスは、半分はそ
のまま食べて、もう半分は
ソーダに溶かすのがオス
スメです♪



パフェだけじゃない

本物スイーツランズ珈琲の

ランズ珈琲の人気のセットメニュー
SET MENU

¥680（税込¥748） ¥480（税込¥528）

オススメ

バニラアイスのせランズプリン ランズプリン

¥480（税込¥528）
チーズケーキ

¥480（税込¥528）
コーヒーゼリー

¥380（税込¥418）
ソフトクリーム

オススメ

チーズケーキ ランズプリン ドリンク のセット

パフェ スナック セット

パフェ フード セット パフェ フード ドリンク セット

パフェ ドリンク セット

¥1,080（税込¥1,188） ＊ドリンクは¥380のドリンクセットよりお選びください

¥1,180（税込¥1,298）
¥480のドリンクセット

¥1,280（税込¥1,408）
¥580のドリンクセット

パフェセットも
あります!

詳細は各ページをご覧ください

人気

人気

RRRRReeeeeaaaaallll SSSSSwwwwweeeeeeeeeettttssss

別府の蘭王たまごは、濃いオレンジ色の黄身が特徴。
化学物質や薬を使わず育てて管理しているので、安心
安全！ ワンランク上の素晴らしい味わいです。

ランズプリンは蘭王たまごを使用
純生クリーム
使 用

北海道産

丁寧に手作り

温泉水を使って
昔ながらの
蒸し器製法で

自家製 バスク風

さらに

詳細はホームページでご確認ください
https://mohikan-aniki.com/

全国配送承ります

こだわりの食材をふんだんに
使用したモヒカンアニキの魂が
こもったチーズケーキ。

オススメ

¥150引き

ドリンクセット
¥150引き

□コーヒー（ホット・アイス）
□紅茶（ホット・アイス）
□コーラ　□ウーロン茶 など

¥230¥380の
ドリンク （税込¥253）

□カフェオレ（ホット・アイス）
□ココア（ホット・アイス） など

¥330¥480の
ドリンク （税込¥363）

□いちごミルク
□クリームソーダ など

¥430¥580の
ドリンク （税込¥473）

このマークがあるカテゴリーの商品は
ドリンクが150円引きでセットにできます。

※2杯目以降は通常価格です



スパゲッチ

サラダ

日本最古の国産パスタメーカー
「ボルカノ」の極太麺。これこそがスパゲッチ。

もっちりパスタ
大分が誇る九州醤油、別府
フジヨシ醤油の「カトレ
ア」を使った手作りの甘酢
タレ。

南蛮タレ
化学物質や薬を使わず育
てている別府の蘭王たま
ご。ワンランク上の素晴ら
しい味わいです。

蘭王たまご

ドリンクセット

¥150引き

¥480（税込¥528）
野菜サラダ

¥280（税込¥308）
ミニサラダ

¥680（税込¥748）
チキン南蛮［単品］

¥680
（税込¥638）

デミチーズ
チキンカツ
［単品］

¥780（税込¥858）
竹田市荻町トマトの
昭和ナポリタン
全国有数のトマトの産地、大分県竹田市萩
町のトマトを使ったケチャップ。

¥780（税込¥858）
大分市産大葉のベーコン
トマトジェノベーゼ
大分市産の大葉を仕様。アンチョビを隠し味に使っ
た手作りソース。

¥880（税込¥968）
別府湾しらすと和風明太

別府湾でとれた大ぶりのしらすを豪快
にかけました。

チキン南蛮タワー
¥1,280（税込¥1408）

オススメ 神タルタル

¥580（税込¥638）
ポテトサラダ

大分県竹田市萩町のトマトを使ったケチャップ。
旬の完熟トマト使用

¥150引き

□コーヒー（ホット・アイス）
□紅茶（ホット・アイス）
□コーラ　□ウーロン茶 など

¥230¥380の
ドリンク （税込¥253）

□カフェオレ（ホット・アイス）
□ココア（ホット・アイス） など

¥330¥480の
ドリンク （税込¥363）

□いちごミルク
□クリームソーダ など

¥430¥580の
ドリンク （税込¥473）

このマークがあるカテゴリーの商品は
ドリンクが150円引きでセットにできます。

名物2
オススメ

マヨネーズ１リットルにつ
き卵45玉分使用！ゴロッと
を越えた食べ応え食感の新
次元タルタルソース。燻製い
ぶりがっこが隠し味。

神タルタル

※2杯目以降は通常価格です

一緒に注文で

ア・ラ・モード パフェ
¥680（税込¥748）

¥100引きパフェ
オススメ

食後の

※2本目以降は通常価格

どのパフェでもOK



オムライス

ピザ

¥780（税込¥858）

ケチャップ
オムライス

¥880（税込¥968）

デミチーズ
チキンカツプレート

¥780（税込¥858）

ベーコンとトマトの
大葉ジェノベーゼピザ

¥880（税込¥968）

別府湾しらすの
大葉ジェノベーゼピザ

カレーライス ¥780（税込¥858）

ローストビーフ

ライスプレート

蘭王たまごのせ
炙りチーズローストビーフライス

¥1,080（税込¥1188）

蘭王たまごのせ
ローストビーフライス

¥980（税込¥1078）

チキンカツ
カレーライス
¥980（税込¥1078）

デミチーズオムライス
とろとろに溶けたチーズと秘伝の特製デミグラス
の香りがどこか懐かしい。

¥880
（税込¥968）

¥880
（税込¥968）

チキン南蛮プレート神タルタルの
マヨネーズ１リットルにつき卵45玉分使用！ゴロッ
とを越えた食べ応え食感の新次元タルタルソース！

お肉たっぷり120g

パン・軽食

牛タン煮込みカレー

とろ～り
蘭王たまごの
焼きチーズカレー
¥980（税込¥1078） ミニサラダとトースト ¥580（税込¥638）

バタートースト ¥380（税込¥418）
あんバタートースト ¥480（税込¥528）
バジルチーズトースト ¥580（税込¥638）
神タルタルトースト ¥580（税込¥638）
チーズ神タルタルトースト ¥680（税込¥748）

サラダ付き

特製デミソース

赤玉スイートワ
イン使用！

チーズとの相性
が抜群です ¥150引き¥150引き

名名名名名名物名名名名名名名名名名名名名名物物物物物物物物物物物物物物名物名名名物物物物物

蘭王たまごの

ローストビーフ［単品］
¥880（税込¥968）

贅沢

竹田市荻町の

やわらか

一緒に注文で

パリパリチョコレート
¥580（税込¥638）

¥100引きパフェ
オススメ

食後の

※2本目以降は通常価格

一緒に注文で

パリパリ抹茶
¥580（税込¥638）

¥100引きパフェ
オススメ

食後の

※2本目以降は通常価格

どのパフェでもOKどのパフェでもOK

一緒に注文で
¥100引きパフェ

食後の

※2本目以降は通常価格

どのパフェでもOK

一緒に注文で
¥100引きパフェ

食後の

※2本目以降は通常価格

どのパフェでもOK

一緒に注文で
¥100引きパフェ

食後の

※2本目以降は通常価格

どのパフェでもOK

¥1,080（税込¥1188）

　　　　　　　　チーズの
大葉ジェノベーゼピザ

マシマシマシマシマシ

オススメ オススメ

オススメ



Snack パフェと一緒にどうぞ！
○フライドポテト

¥380（税込¥418）

○ポテト&ナゲット盛り
¥680（税込¥748）

○ナゲット

○ハッシュドポテト
¥380（税込¥418）

¥980（税込¥1078）30個
¥380（税込¥418）8個

¥580（税込¥638）15個
¥280（税込¥308）5個

このマークがあるカテゴリーの商品は
ドリンクが150円引きでセットにできます。 オススメ

Drink Set ドリンクを一緒に注文するとお得!!
ドリンクセット ¥150引き

和蘭豆的 パフェ6箇条

ランズカフェ・
ア・ラ・モード
パフェ

ランズの一番人気 ! そして名物！
人気のランズプリンと一緒に

まずはこれ
！

迷ってもこ
れ!

¥780（税込¥858）

□コーヒー（ホット・アイス） □紅茶（ホット・アイス）
□コーラ □ウーロン茶 など

¥380のドリンク ¥230（税込¥253）

¥480のドリンク ¥330（税込¥363）
□カフェオレ（ホット・アイス） □ココア（ホット・アイス）など
¥580のドリンク ¥430（税込¥473）
□いちごミルク □クリームソーダ など

※2杯目以降は通常価格です

ランズカフェでは 100 種類以上のパフェ・ラインナップをご用
意していますので、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

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…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。

①

②

③

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。

④

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。

⑤

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。

⑥

大分発で全国的にも有名な別府の蘭王たまごは、
濃いオレンジ色の黄身が特徴の新鮮たまごです。
化学物質や薬を使わず育てて管理しているので、
安心安全！ワンランク上の素晴らしい味わいです！

ランズプリンは蘭王たまごを使用

オススメ



Snack

Drink Set Snack パフェと一緒にどうぞ！

○ナゲット

¥980（税込¥1078）30個
¥380（税込¥418）8個

¥580（税込¥638）15個
¥280（税込¥308）5個

オススメ

ドリンクセット
¥150引き

□コーヒー など
¥380のドリンク ¥230

（税込¥253）

¥480のドリンク ¥330
（税込¥363）□カフェオレなど

¥580のドリンク ¥430
（税込¥473）□いちごミルクなど

このマークがあるカテゴリーの
商品はドリンクが150円引きで
セットにできます。

○フライドポテト
¥380（税込¥418）

○ポテト&ナゲット盛り
¥680（税込¥748）

○ハッシュドポテト
¥380（税込¥418）

オススメ

パフェ大盛り
+¥220（税込）で

パフェ少なめにできます

このマークがある
パフェは

このマークがある
パフェは-¥110

+¥220

¥110引き小盛り

追加できます！※一部商品を除く

＋￥100～＋￥500マデ

ホイップクリーム

※2杯目以降は通常価格です

物名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名物名名名名名名名名名名物名物名名名名物物物名名名物物物物物物名物名物名物名物名物名名名名名名名名名名名名名名名物名名名名名名名物名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物名名物名物物物物名名名物名名名名名名名名名名名名物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物名名名物

100％フランス産クリームチーズ、大分蘭王た
まご、大分産かぼす果汁、北海道産純生クリー
ム、沖縄県産きび砂糖、ヘネシーコニャック
VSOP など、こだわりの食材をふんだんに使
用したモヒカンアニキの魂がこもったチーズ
ケーキをロックンロールチーズケーキという。
民明書房刊 「ロックンロールとチーズケーキ」より

全国配送
承ります

詳細はホームページでご確認ください
https://mohikan-aniki.com/

ロックンロール
チーズケーキとは!

モヒカンアニキの

わしがランズカフ
ェ

モヒカン兄貴で
ある

チーズケーキ
パフェ

贅沢なケーキのせパフェ
ケーキもパフェも

大人気 !!

ストロベリーチーズケーキ

● キャラメルチーズケーキ
● Wベリーチーズケーキ

各¥780（税込¥858）

自家製 バスク風

-¥110+¥220



ソフトクリームパフェ
北九州の工場から直送される新鮮ソフトクリームは濃厚でありながらもさっぱりした口当たり

¥680（税込¥748）パリパリチョコレート

¥680（税込¥748）
パリパリ抹茶

¥780（税込¥858）
パリパリアポロ

¥580（税込¥638）

パリパリ抹っチョコクッキー¥780（税込¥858）

チョコフレーク

¥580（税込¥638）オレオチョコレート
-¥110+¥220

-¥110+¥220

-¥110+¥220 -¥110+¥220

プチシューココア ¥580（税込¥638）

クッキーキャラメル ¥580（税込¥638）パリパリキャラメル ¥680（税込¥748）-¥110+¥220

¥580（税込¥638）和風抹茶
パリパリストロベリー ¥680（税込¥748）-¥110+¥220

クッキーチョコレート¥580（税込¥638）

SSofttt CCreeaammm
PParfffaaiitt

R18夜のラブパフェ ホイップクリームしか入っていないパフェ

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！

大人のあなたにオススメ♡ 大好きな人は大好き！（当たり前か）もうすぐ大人のあなたは
一応店長に相談！

¥1,080（税込¥1188）
¥580（税込¥638）

□チョコ □ストロベリー □キャラメル □抹 茶
□ブルーベリー □ラズベリー □マンゴー □ソースなし

R18
ADULT ONLY
成人向

オススメ

オススメ

Snack パフェと一緒にどうぞ！

○ナゲット

¥980（税込¥1078）30個
¥380（税込¥418）8個

¥580（税込¥638）15個
¥280（税込¥308）5個

○フライドポテト
¥380（税込¥418）

○ポテト&ナゲット盛り
¥680（税込¥748）

○ハッシュドポテト
¥380（税込¥418）

オススメ

パフェ大盛り
+¥220（税込）で

パフェ少なめにできます

このマークがある
パフェは

このマークがある
パフェは-¥110

+¥220

¥110引き小盛り

追加できます！※一部商品を除く

＋￥100～＋￥500マデ

ホイップクリーム Drink Set
ドリンクセット
¥150引き

□コーヒー など
¥380のドリンク ¥230

（税込¥253）

¥480のドリンク ¥330
（税込¥363）□カフェオレなど

¥580のドリンク ¥430
（税込¥473）□いちごミルクなど

このマークがあるカテゴリーの
商品はドリンクが150円引きで
セットにできます。

※2杯目以降は通常価格です



お誕生日のおおおお誕生誕誕生お誕生日生日生日の日の日ののの誕生誕生誕生日日生日のの日のの
お祝いにおおおお祝祝祝お祝いにいに祝いににに祝祝祝 にに祝 ににももももももももも！！！

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？

鬼ヶ島アポロダイナマイト
パリパリチョコ
¥2480（税込¥2728）

オススメ オススメ オススメ

¥2180（税込¥2398）

氷結いちごとベリーベリー
バスク風チーズケーキ
¥2680（税込¥2948）

● 盛りすぎチョコチップ＆チョコミント
¥2780（税込¥3058）

¥2480（税込¥2728）● ダイナマイトパリパリ抹茶

¥2480（税込¥2728）
● ダイナマイトパリパリストロベリー

¥1880（税込¥2068）
● メガスモアチョコレート

¥1880（税込¥2068）
● ソフトクリームノカタマリ

※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！

お誕生日にささやかなお祝いを
ご注文のパフェを誕生日バージョンへ「変更無料 !」

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。

ランズ珈琲から

なんと! 花火付き!!

サプライズにしたい場合は注文後すぐに
コッソリと、誕生日バージョンにしたい
パフェとニックネームをスタッフに伝え
に来てください！なんとかします！

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



こだわりパフェはまだまだあります。
是非あなた好みの１本を探してみてください。

Snack パフェと一緒にどうぞ！

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

○ 焼きマシュマロチョコレート
○ 焼きマシュマロストロベリー

氷結マンゴーヨーグルト
○ 氷結いちごヨーグルト

濃厚アイスの贅沢パフェ!

甘熟王バナナ
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

パフェのてっぺんに
焼きマシュマロをのせて！

焼きマシュマロ

○ 抹茶パンナコッタ
○ チョコパンナコッタ
○ ストロベリーパンナコッタ

生クリーム好きな方に
オススメ！

パンナコッタ ¥680
（税込748円）

ALL
¥680
（税込748円）

ALL

¥780
（税込858円）

ALL
¥680
（税込748円）

ALL

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。パフェ評論家の
【 屋】さんもラジオで太鼓判！

パフェ評論家も太鼓判のソフトクリーム
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「種類別：
アイスクリーム」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「うまい!」には勝てないのです。

高級なアイスクリーム
NO!
妥協

オススメ オススメ

ランズ珈琲は妥協したアイスに 断固反対します!

Snack パフェと一緒にどうぞ！
○フライドポテト

¥380（税込¥418）

○ポテト&ナゲット盛り
¥680（税込¥748）

○ナゲット

○ハッシュドポテト
¥380（税込¥418）

¥980（税込¥1078）30個
¥380（税込¥418）8個

¥580（税込¥638）15個
¥280（税込¥308）5個

オススメ

追加できます！※一部商品を除く

＋￥100～＋￥500マデ

ホイップクリーム

このマークがあるカテゴリーの商品は
ドリンクが150円引きでセットにできます。

Drink Set ドリンクを一緒に注文するとお得!!
ドリンクセット ¥150引き

□コーヒー（ホット・アイス） □紅茶（ホット・アイス）
□コーラ □ウーロン茶 など

¥380のドリンク ¥230（税込¥253）

¥480のドリンク ¥330（税込¥363）
□カフェオレ（ホット・アイス） □ココア（ホット・アイス）など
¥580のドリンク ¥430（税込¥473）
□いちごミルク □クリームソーダ など

※2杯目以降は通常価格です



追加できます！※一部商品を除く

＋￥100～＋￥500マデ

ホイップクリーム

チョコミント

○ チョコチップ ¥680（税込¥748）
○ チョコチップ＆チョコミント
　　　　　　　 ¥880（税込¥968）

○ 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

自家製チョコチップが
サイコーです!

チョコチップ
しっとり濃厚なブラウニーが
ソフトクリームと
ベストマッチ♪

ブラウニー

凍ったいちごと
ミルクジェラートの共演!

氷結いちご

キャラメルモカ
○ カフェモカ
○ ミルクモカクッキー

甘さと苦味の
大人味!

モカ ¥780
（税込858円）

ALL
¥780
（税込858円）

ALL

¥780
（税込858円）

ALL

ほぼ全てのパフェをテイクアウト
することができます。

詳しくはスタッフにお声がけください。

オススメ

オススメ

¥680（税込¥748）

Snack パフェと一緒にどうぞ！Snack パフェと一緒にどうぞ！
○フライドポテト

¥380（税込¥418）

○ポテト&ナゲット盛り
¥680（税込¥748）

○ナゲット

○ハッシュドポテト
¥380（税込¥418）

¥980（税込¥1078）30個
¥380（税込¥418）8個

¥580（税込¥638）15個
¥280（税込¥308）5個

オススメ
このマークがあるカテゴリーの商品は
ドリンクが150円引きでセットにできます。

Drink Set ドリンクを一緒に注文するとお得!!
ドリンクセット ¥150引き

□コーヒー（ホット・アイス） □紅茶（ホット・アイス）
□コーラ □ウーロン茶 など

¥380のドリンク ¥230（税込¥253）

¥480のドリンク ¥330（税込¥363）
□カフェオレ（ホット・アイス） □ココア（ホット・アイス）など
¥580のドリンク ¥430（税込¥473）
□いちごミルク □クリームソーダ など

※2杯目以降は通常価格です





モヒカンアニキ  上野大介

「ロックンロール」と「チーズケーキ」
全く関係の無い言葉のように聞こえますが、ロッ
クンロールとは元々は音楽のジャンルではなく“バ
カ騒ぎ” という意味。
こんな時代だからこそ、家族、同僚、友人達など
との楽しい集まりの中心には、やっぱり美味しい
チーズケーキがあって欲しい。
着飾る事もなく、エレガントでもない。でもそこ
にあるだけでなんだかちょっとワクワクしちゃう
ような素敵なチーズケーキを。
涙が出るほど笑いあう日によく似合う、踊り出し
そうな味わいの最高なチーズケーキを。
そんな想いで一本一本、丁寧に手作りしています。
気取らずに、ぜひとも満面の笑顔で召し上がって
ください。
たくさん語って、いっぱい笑って、みんなでバカ
騒ぎ。このチーズケーキと一緒に、HAPPYな時間
を過ごして貰えると幸いです。

¥2,280

涙が出るほど笑い合う日に
ロックンロール
チーズケーキ
ロックンロール（＝バカ騒ぎ）チーズケーキ

モヒカンアニキの
ロックンロールチーズケーキ

Comitment こだわり

通販・テイクアウト承ります

お取り寄せ・ギフトに！全国発送承ります

350
g

賞味期
限：到

着後 1
週間（

要冷蔵
）

お気軽にランズ珈琲（カフェ）スタッフまでお声がけください ネット注文

【受付時間】 11：30～21：00
https://mohikan-aniki.com/

お店で注文

電話で注文 097-536-3082 モヒカンアニキのチーズケーキ

ロゴマークは日本屈指のロックンロールバンド
【SIX LOUNGE】の Drums、ナガマツシンタロウ
氏にデザインしてもらいました。感謝！

さあみんな、 ロックンロールチーズケーキで
バカ騒ぎしよう。

❶ 100％フランス産クリームチーズ
❷ 大分産 蘭王たまご
❸ 大分産 かぼす果汁
❹ 北海道産 純生クリーム
❺ 沖縄産 きび砂糖
❻ ヘネシーコニャックVSOP

ロックな旨さは素材のパワー！

白砂糖不使用！
グルテンフリー！

精製した白砂糖は使わずに、まろやかな甘さでコクのある
きび砂糖を使用しています。小麦粉も一切使用していない
グルテンフリーの体にもうれしいチーズケーキです。

地元・大分仕立ての
チーズケーキ！

チーズの酸味とベストマッチな大分産かぼすとコクのある
大分産の蘭王たまご！地元大分仕立てのチーズケーキを味
わってください。


