
お一つお選びください。

Cake Set

ほうじ茶オレ（ホット／アイス）

抹茶オレ（ホット／アイス）

ごろごろソーダ カシス

ごろごろソーダ レモン

ゆず蜜ジンジャー（ホット／アイス）

Roasted green tea au lait(Hot or Iced)　热牛奶焙茶／冰牛奶焙茶

green tea au lait(Hot or Iced)　热牛奶抹茶／冰牛奶抹茶

Soda with chunky fruits (Cassis)　冰球苏打水（黑加仑冰球）

Soda with chunky fruits (Lemon)　冰球苏打水（檸檬冰球）

Ginger tea with yuzu and honey (Hot or Iced) 　
热柚子和蜂蜜姜茶／冰柚子和蜂蜜姜茶

乳

乳コーヒー（ホット／アイス）

カフェオレ（ホット／アイス）

紅茶（ホット／アイス）

レモンティー（ホット／アイス）

オレンジジュース

信州りんごジュース

オブセ牛乳（ホット／アイス）

Co�ee(Hot or Iced)　热咖啡／冰咖啡

Cafe au lait(Hot or Iced)　热牛奶咖啡／冰牛奶咖啡

Tea withowt milk or sugar (Hot or Iced)　冰红茶／热红茶

Tea with lemon (Hot or Iced)　冰柠檬红茶／热柠檬红茶

Orange juice　橙汁

Shinshu apple juice　蘋果汁

Obuse milk(Hot or Iced)　热小布施牛奶／冰小布施牛奶

乳

乳

Aセットドリンク Bセットドリンク

乳 小麦 卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 卵

Cake

お一つお選びください。Drink

りんごタルトケーキ
Apple tart cake　苹果挞蛋糕

チーズケーキ
cheesecake　芝士蛋糕

モンブラン
Mont blanc cake　勃朗峰蛋糕

抹茶ロールケーキ
Matcha roll cake　抹茶蛋糕卷

A セット　　850 円
Bセット　　950 円

Apple tart cake

Hot  te
a



So� serve ice cream
乳

乳

乳

写真はイメージです
当店はアレルギー表示について特定原材料７品目をメニューに記載しております

ソフトクリーム　480 円

お好みでトッピング

チョコレート キャラメル いちご

so� serve ice cream　软雪糕

Chocolate sauce
巧克力酱

Caramel sauce
焦糖酱

Strawberry sauce
草莓酱

抹茶アフォガート

ほうじ茶アフォガート

Matcha A�ogato　抹茶阿芙佳朵

Roasted green tea A�ogato　烤绿茶阿芙佳朵

680 円

680 円
一杯一杯、オーダーをいただいてから
お茶を点ててご提供致します。
ソフトクリームにお茶をかけて
お召し上がりください。

＋トッピング　各 100 円



Hot dog  Set

Aセットドリンク Bセットドリンク

乳 卵

お一つお選びください。Drink
小麦Hot dag 　热狗

ほうじ茶オレ（ホット／アイス）

抹茶オレ（ホット／アイス）

ごろごろソーダ カシス

ごろごろソーダ レモン

ゆず蜜ジンジャー（ホット／アイス）

Roasted green tea au lait(Hot or Iced)　热牛奶焙茶／冰牛奶焙茶

green tea au lait(Hot or Iced)　热牛奶抹茶／冰牛奶抹茶

Soda with chunky fruits (Cassis)　冰球苏打水（黑加仑冰球）

Soda with chunky fruits (Lemon)　冰球苏打水（檸檬冰球）

Ginger tea with yuzu and honey (Hot or Iced) 　
热柚子和蜂蜜姜茶／冰柚子和蜂蜜姜茶

乳

乳コーヒー（ホット／アイス）

カフェオレ（ホット／アイス）

紅茶（ホット／アイス）

レモンティー（ホット／アイス）

オレンジジュース

信州りんごジュース

オブセ牛乳（ホット／アイス）

Co�ee(Hot or Iced)　热咖啡／冰咖啡

Cafe au lait(Hot or Iced)　热牛奶咖啡／冰牛奶咖啡

Tea withowt milk or sugar (Hot or Iced)　冰红茶／热红茶

Tea with lemon (Hot or Iced)　冰柠檬红茶／热柠檬红茶

Orange juice　橙汁

Shinshu apple juice　蘋果汁

Obuse milk(Hot or Iced)　热小布施牛奶／冰小布施牛奶

乳

乳

A セット　　800 円
Bセット　　900 円

Hot dog

Ic
ed

 T
ea

ホットドッグ



Alcohol Drink

・未成年の方、車の運転をされる方のご注文はお断り致します
・年齢確認のため身分証のご提示を求める場合がございます

善光寺浪漫ビールは、寛政元年創業の日本酒製造の酒蔵が醸造する地ビールです。
仕込水は、自社井戸に湧き出る伏流水と信州の温泉水とのブレンド。温泉水のミネラル分
が酵母の発酵を促進することで、キレ味の良いビールを醸します。また、原料の麦芽には
厳選した二条大麦を 100％使用したオールモルトプレミアムビールです。

表示価格は税込です

善光寺浪漫ビール　各 350ml　　600 円
Zenkoji Roman Beer  Gentiana , Birch , Black lily 11.83us � oz
善光寺罗马啤酒  华木 , 龙胆 , 黑百合  350 毫升

ビール＋ホットドッグセット　1,000 円
Zenkoji Roman Beer  Gentiana and Hot dag set
善光寺罗马啤酒热狗套组 

しらかば りんどう くろゆり
ドイツ北部、大聖堂で有名なケルン
地方で多く造られているケルシュ
ビール。長野県の県の木「しらかば」
をイメージしています。喉越しは
スッキリしていますが、後味として
残る旨み苦みがクセになります。

ドイツ南部のビールの本場、バイエ
ルン地方を中心に造られているアル
トビール。長野県の県の花「りんど
う」をイメージした「諏訪浪漫ビール
りんどう」は、このアルトタイプの
ビールです。麦芽の味と香りをしっ
かりと封じ込めたコクのあるビール
は、ドイツ料理などに非常によく合
います。

海を渡ったイングランドでよく造ら
れているスタウトビール。長野県を
代表する高山植物「くろゆり」をイ
メージした、いわゆる黒ビールです。
甘くなり過ぎないように、スタウト
ビールの香りにこだわって醸した
「くろゆり」は、「黒ビールは甘いので
苦手」という方にも非常にご好評を
いただいております。

乳 卵小麦

ビールは 3種類から１つお選びください。

善光寺浪漫ビールは一階、九九や旬粋でも販売しております



Drink
コーヒー（ホット／アイス）

カフェオレ（ホット／アイス）

紅茶（ホット／アイス）

レモンティー（ホット／アイス）

オレンジジュース

信州りんごジュース

オブセ牛乳（ホット／アイス）

450 円

500 円

450 円

450 円

500 円

500 円

350 円

Co�ee(Hot or Iced)　热咖啡／冰咖啡

Cafe au lait(Hot or Iced)　热牛奶咖啡／冰牛奶咖啡

Tea withowt milk or sugar (Hot or Iced)　冰红茶／热红茶

Tea with lemon (Hot or Iced)　冰柠檬红茶／热柠檬红茶

Orange juice　橙汁

Shinshu apple juice　蘋果汁

Obuse milk(Hot or Iced)　热小布施牛奶／冰小布施牛奶

乳

乳

写真はイメージです
当店はアレルギー表示について特定原材料７品目をメニューに記載しております

Shinshu apple juice

Orange juice

Cafe
 au lait

Co�ee

Tea



Drink
ほうじ茶オレ（ホット／アイス）　

抹茶オレ（ホット／アイス）

550 円

550 円

Roasted green tea au lait(Hot or Iced)　热牛奶焙茶／冰牛奶焙茶

Green tea au lait(Hot or Iced)　热牛奶抹茶／冰牛奶抹茶

ゆず蜜ジンジャー（ホット／アイス）　

メロンクリームソーダ

550 円

600 円

Ginger tea with yuzu and honey (Hot or Iced)　
热柚子和蜂蜜姜茶／冰柚子和蜂蜜姜茶 

Melon cream soda　甜瓜奶油苏打水

一杯一杯、オーダーをいただいてからお茶を点ててご提供致します。
しっかりとお茶を楽しみたい方はそのままで
甘みを楽しみたい方はシロップをご利用ください。

乳

乳

乳

ごろごろソーダ　カシス

ごろごろソーダ　レモン

ごろごろティー　カシス

ごろごろティー　レモン

Soda with chunky fruits (Cassis)　冰球苏打水（黑加仑冰球）

Soda with chunky fruits (Lemon)　冰球苏打水（檸檬冰球）

Tea with chunky fruits (Cassis)　水果茶（黑加仑冰球）

Tea with chunky fruits (Lemon)　水果茶（檸檬冰球）

550 円

550 円

550 円

550 円

ほんのり甘いはちみつ、薫り高いゆず、
体をぽかぽかにしてくれる生姜を
アイスはシュワっと炭酸でホットは熱々のお湯で割りました。

Ginger tea with yuzu and honey

Iced roasted green tea au lait

Hot green tea au lait

Soda with chunky fruits 

Tea with chunky fruits 
Lemon

Cassis

Melon cream soda


