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Strawberry & Chocolate Parfait

U2 original hamburger

Strawberry & Chocolate Parfait

U2 original hamburger

イチゴとチョコレートのブリュレパフェ

U2 オリジナルハンバーガー 数量限定

イチゴとチョコレートのブリュレパフェ

U2 オリジナルハンバーガー 数量限定

¥1,320

¥1,320

¥
¥1,500

¥
¥1,500

甘 酸っぱ いイチゴに濃 厚 なガトーショコラ、白

自家製パテにBBQソース、2種のチーズを追加し

甘 酸っぱ いイチゴに濃 厚 なガトーショコラ、白

自家製パテにBBQソース、2種のチーズを追加し

パフェです。カリッと香ばしくキャラメリゼした

た。揚げたてのフライドポテトとの相性は抜群で

パフェです。カリッと香ばしくキャラメリゼした

た。揚げたてのフライドポテトとの相性は抜群で

ワインジュレ、チョコレートアイスを 合 わ せ た

クリームにはアクセントにラム 酒 が入って少し
大 人な味わいになっています。

て人気のU2 バーガーがバージョンアップしまし
す。

ワインジュレ、チョコレートアイスを 合 わ せ た
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大 人な味わいになっています。

SOFT DRINK
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す。

SOFT DRINK

グ レープ フルーツジュー ス
GRAPEFRUIT JUICE

¥500

瀬 戸 内 のオ レン ジジュー ス
ORANGE JUICE

¥550

グレー プフルー ツジ ュース
GRAPEFRUIT JUICE

¥500

瀬戸内のオ レンジ ジ ュース
ORANGE JUICE
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コ ーラ
COLA

¥500

セブ ン ア ッ プ
7UP
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コーラ
COLA
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セブ ンア ッ プ
7UP

¥500

ジ ンジャーエール
GINGER ALE

¥500

ジン ジャ ーエー ル
GINGER ALE
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ジ ーモット
G-motto

¥500 ONOMICHI U2 オリジナル炭酸飲料

ジー モッ ト
G-motto

¥500 ONOMICHI U2 オリジナル炭酸飲料

Original soda with lemon flavor

CAFE
C

Original soda with lemon flavor

CAFE
C

コ ーヒー
COFFEE
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カ フェオ レ
CAFE AU LAIT

¥600

カフ ェラ テ
CAFE LATTE

¥600

TE A
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T EA
明治11年創業「尾道今川玉香園茶舗」ブレンド紅茶 / All teas are blended in Onomichi.
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浜風 ハーブをブレンド
HAMAKAZE
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BEER

BEER

サント リープ レミ アムモ ル ツ
THE PREMIUM MALT’S <draft>

¥770

サ ン ト リープ レミア ムモ ルツ
THE PREMIUM MALT’S <draft>

¥770

広島レモンエール
HIROSHIMA LEMON ALE

¥990

広 島 レ モ ンエー ル
HIROSHIMA LEMON ALE

¥990

NON-ALCOHOLIC BEER
サントリー オ ールフ リ ー
SUNTORY ALL-FREE

NON-ALCOHOLIC BEER
サ ン トリー オ ールフリ ー
SUNTORY ALL-FREE

¥550

WINE BY THE GLASS
グラスワイン <赤/白>
WINE <Red / White>
サングリア

WINE BY THE GLASS

¥880

グ ラススパ ー ク リン グ
SPARKLING WINE

¥1,100

グラスワイン <赤/白>
WINE <Red / White>
サングリア

¥550

SANGRIA

¥550

グラススパー クリ ング
SPARKLING WINE

¥1,100

¥550

SANGRIA

COCKTAILS

¥880

COCKTAILS

桜尾ジ ントニック
SAKURAO GIN TONIC
モス コミ ュール

¥880
¥770

MOSCOW MULE

カシ スオ レン ジ
CASSIS ORANGE
カン パ リ ソ ー ダ
CAMPARI SODA

¥660
¥660

FRUIT LIQUEUR
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富久長温州みかん酒 <ロック>
Fukucho japanese orange liqueur
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<On the rock>

賀茂鶴梅酒 <ロック/ソーダ>
Kamotsuru plum wine

大 長 檸 檬 酒 <ロック / ソーダ>
Ohcho lemon liqueur

¥770

富久長温州みかん酒 <ロック>
Fukucho japanese orange liqueur

<On the rock / Soda>
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は っ さく ロ ッ ク ス
Hassaku Rocks
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Hassaku Rocks
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MINERAL WATER
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サンペレグリノ <炭酸>
SANPELLEGRINO <sparkling>

サンペレグリノ <炭酸>
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SANPELLEGRINO <sparkling>
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全て税込価格です。Tax incleded.
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