
・ブレンドコーヒー       \400 

・カフェラテ           \450 

・ソイラテ            \450 

・はちみつジンジャーラテ  \500 

・フレーバーラテ        \500 

 (アーモンド・バニラ・ヘーゼルナッツ・ 

チョコレート・キャラメル・塩キャラメル) 

・紅茶 (ストレート・ミルク・レモン)  

\400 

・柚子ティー           \400 

・ココア               \500 

・ミルク             \400 

・チャイ             \500 

・コーヒーフロート       \500 

・アップル            \400 

・オレンジ           \400 

・パイナップル         \400 

・グレープフルーツ      \400 

・トマト             \400 

・カルピス            \400 

・烏龍茶             \400 

・トニックウォーター      \400 

・ジンジャーエール(甘・辛)  \400 

・コーラ             \400                

・レットブル            \500 

・コーラフロート        \500 

   

・アイスクリーム  \300 

(バニラ・抹茶・ 

ストロベリー・チョコレート)  

・杏仁豆腐     \400 

 

・グラスパフェ   \650   

 

チョコバナナ 

ミックスベリー 

チアシード＆ヨーグルト 

 

・バナナジュース                           \600 

・ソイミルク（イチゴ練乳・チョコバナナ・きなこバナナ）        \600 

・ほうれん草とフルーツの気まぐれスムージー        \550 

・バターシロップパンケーキ      

\650 

・クレームブリュレパンケーキ    

\700 

・ティラミスパンケーキ    

\750 

・FAMILIARパンケーキ      

\800 

☆ストロベリー＆ベリーパンケーキ

\900 

☆チョコ＆ナッツパンケーキ 

\850 

☆フルーティーマンゴーパンケーキ               

\850 

 

☆印のパンケーキは\200引きで

ハーフサイズ（２枚）に変更出来ま

す。 



BEER 

・KIRIN一番搾り（生）        

・コロナ                 

・ハイネケン                              

・ヒューガルデン（ホワイト・ロゼ） 

・若狭ビール                 

（ペールエール） 

フルーティーな香りとまろやかな口当たり 

（アンバーエール） 

しっかりとした苦味 

（ヴァイツェン） 

苦味をほとんど感じない柔らかな味わい 

焼酎

・吉四六 ・二階堂 ・黒霧島 ・三岳 

・鍛高譚  ・チャミスル各種  etc... 

ＣＯＣＫＴＡＩＬ 

・モスコミュール 

・レッドブルウォッカ 

・ジントニック 

・ラムコーク 

・モヒート 

・スミノフアイス 

・ジーマ 

・各種チューハイ 

・ストーンズバック 

・パッソアオレンジ 

・各種ノンアルコールカクテル 

※その他スピリッツ・リキュールございます。。 

お気軽にスタッフにお尋ね下さい。 

ＷＨＩＳＫＥＹ ＢＲＡＮＤＹ

☆ＢＯＵＲＢＯＮ 

・Ｉ.W.ハーパー     

・ジャックダニエル         

・ワイルドターキー  

☆ＳＣＯＴＣＨ 

・バランタイン 12年 

・マッカラン 12年 

・ラフロイグ 10年 

☆ＣＡＮＡＤＩＡＮ 

・カナディアンクラブ 

・クラウンローヤル 

☆ＩＲＩＳＨ 

・ジェイムソン 

☆ＪＡＰＡＮＥＳＥ 

・山崎 12年 

・竹鶴 

☆ＢＲＡＮＤＹ 

・ヘネシー 

・レミーマルタン      etc... 

ＷＩＮＥ

・グラスワイン (赤・白) 

・BORSAO スペイン産 ボトル (赤・白) 

・MOET＆CHANDON ボトル (シャンパン) 

・カフェパリ ボトル（スパークリングワイン） 

ＳＨＯＴ

・テキーラ ・コカボム ・イエガー ・ソコ

日本酒

・わかさ ・早瀬浦 ・梵 ・九頭竜 

泡盛

・残波 ・瑞泉 ・菊之露 

梅酒 果実酒

・本格梅酒 ・黒糖梅酒 ・鍛高譚

・柚子 ・あんず ・りんご

・さんざし ・ライチ ・ブルーベリー

お好きな 

カクテルも 

作れます。 

 



＜FAMILIARおすすめ＞  

ジャークチキン   ４ヶ\650  ８ヶ\1000 

プレート (ジャークチキン 5 ヶ、ライス、サラダ, 

ポテト、スープ付き) \1100 

・特製ペスカトーレ             \930 

・自家製ミートパスタ           \930 

・海鮮クリームパスタ              \930 

・大葉が香る明太子パスタ         \930 

・厚切りベーコン．アスパラと 

キノコのペペロンチーノ    \930 

・昔ながらのナポリタン          \930 

・若狭ふぐの和風パスタ        \1100 

・FAMILIAR カレー                \850 

・ふわとろカレーオムライス       \950 

・鶏のからあげ丼               \850 

・温玉キムチ炒飯             \850 

・タコライス                 \900 

・カリフォルニアボウル             \950 

・ロコモコ丼                      \980 

・自家製ローストビーフ丼         \1050 

・FAMIふぐ天トロ丼           \1050 

・ステーキプレート            \1400                

(ライス、サラダ、ポテト、スープ付き) 

種類の

・薄焼きシーフードピザ             \900 

・照り焼きチキンとポテトのマヨピザ     \900 

・生ハムとアボカドのフレッシュトマトピザ  \950 

・海老とアスパラのガーリックマヨピザ    \950 

・ふわふわ玉子サンド      \650 

・肉汁たっぷりカツサンド    \830 

・サーモンとアボカドのサンド  \830 

・手作り海老カツサンド      \850 

セットメニュー 

・ブレンドコーヒー 

・紅茶(ストレート．レモン．ミルク) 

・コーラ         ・パイナップル 

・ジンジャーエール   ・グレープフルーツ 

・オレンジ        ・カルピス 

・アップル        ・トマトジュース 

※11：00～14：00までのランチタイムは

＋\200でドリンクセットに出来ます。 

 

 
トッピング(\300) 

ハンバーグ、とんかつ、鶏の唐揚げ 

 



とりあえず… 

・枝豆                       \400 

・きゅうりの梅肉和え           \450 

・やみつききゅうり             \450 

・アボカドスライス          \450 

・オニオンと蒸し鶏のユッケ風   \500 

・チーズ５種盛り           \600 

・カリカリチーズ焼き         \500 

・MIXナッツ                  \400 

・福井和郷さんのリンゴチョコ   \500 

・ビーフジャーキー             \500 

・ベトナム風生春巻き        \550 

・自家製ポテトサラダ        \550 

・和風水菜サラダ          \600 

・厚切りベーコンの大根サラダ  \650 

・特製生ハムシーザーサラダ   \750 

・クリームチーズと 

きのこソテーのサラダ   \700 

・サーモン,アボカドのトルティーヤサラダ 

\900 

・熱々ソースのバーニャカウダ   \900 

・フレッシュトマトのカプレーゼ      \500 

・だし巻き玉子               \500 

・まるごと揚げにんにく          \500 

・アボカドソースのドリトスディップ    \650 

・ピリ辛バンバンジー           \600 

・ウインナー5種盛り           \600 

・骨付きソーセージ(３本)        \650 

・茄子のチーズ焼き            \650 

・明太チーズオムレツ           \600 

・まるごとオニオンロースト       \650 

・焼きアボカド               \700 

・オイルサーディン             \600 

・鴨ロースの黒胡椒焼き          \650 

・ラーメン(しょうゆ・味噌)         \700 

・せせりの鉄板焼き            \650 

・ハワイ風ガーリックシュリンプ      \750 

・温玉豚キムチ               \800 

・生ハムのモッツァレラチーズ巻き    \800 

・豚肉と茄子の生姜焼き         \850 

・ジャークチキン(4 ヶ \650 8 ヶ \1000) 

・自家製ローストビーフ          \950 

・鉄板ステーキ              \1300 

 

種類のアヒージョ

・せせりと白ネギのアヒージョ       \850 

・ベーコンとジャガイモのアヒージョ  \900 

・海老とミニトマトのアヒージョ     \950 

・若狭ふぐときのこのアヒージョ   \1000 

・スモークサーモンのカルパッチョ    \850 

・生ハムのカルパッチョ          \850 

・若狭ふぐのカルパッチョ        \950 

 

・オニオンリング              \500 

・フライドポテト              \500 

・ささみの梅しそ揚げ          \550 

・鶏の唐揚げ 

(ポン酢，スイートチリ，バッファローソース) 

\650 

・フィッシュ＆チップス           \750 

・手作り海老カツ             \800 

・若狭ふぐの天ぷら          \1000 

BEER のためのポテト          \500 

BEER のためのキャベツ          \450 

BEER のための枝豆             \450 
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