サンドイッチ

ローカルフード

フィリーステーキサンド(611 cal)...............$8.50

ステーキオリエンタルライス(708 cal)........$8.50

スライスビーフ、
オニオン、
ピーマン、
アメリカンチーズのフィリー
ロールサンドウィッチ

フィリーチキンサンド(575 cal)..................$8.00
スライスチキン、
オニオン、
ピーマン、
アメリカンチーズのフィリー
ロールサンドウィッチ

* グリルチキンペストサンド(576 cal).........$6.25

ペパロニ、
モッツァレラチーズ、
ペストソースをトッピングして焼き
上げたグリルチキン、
レタス、
トマト、
オニオンのウィートバンズ
サンドウィッチ

薄切り牛肉・彩り野菜のソテーを白飯と

* チキンオリエンタルライス(673 cal).........$8.00
薄切り鶏肉・彩り野菜のソテーを白飯と

チキンフライドライス
（炒飯）(740 cal)........$6.50
チキンテンダーバスケット(1336 cal)..........$8.00
骨なしフライドチキンとフレンチフライのセット

SERVICE

フライドチキンサンド(777 cal)..................$6.75
自家製フライドチキン、
レタス、
トマト、
オニオンのウィートバンズ
サンドウィッチ。
自家製ハニーマスタードBBQソース

BLT サンド(338 cal)................................$4.50

ベーコン、
レタス、
トマトのテキサストーストサンドウィッチ

* ランチチキン フラットブレッドサンド(597 cal)........$7.50

マリネチキン、
レタス、
トマト、
キュウリ、
オニオンのフラットブレッド
サンドウィッチ。
ガーリックランチソース

* ランチベジタブル フラットブレッドサンド(417 cal)........$6.75

季節野菜のソテー、
キュウリ、
レタス、
トマトのフラットブレッド
サンドウィッチ。
ガーリックランチソース

チキンオリエンタル

チキンテンダーバスケット

スイーツ＆スナック
焼きたてシナモンロール............................$4.50
注文をいただいてから焼き立てをお出しします

クレープ....................................................$2.75

ZAMA300

フィリングを2種類お選びください
・ホイップクリーム ・ヌテラ
（ヘーゼルナッツ入りチョコレート）
・チョコシロップ
・バニラカスタード
・チョコカスタード ・タピオカカスタード

クッキー...................................................$1.25
フライドチキンサンド

営業時間

m.-7 p.m.
火曜日 - 日曜日: 11 a.
祝日
定休日： 月曜日＆米国

Bldg. 389 Snack Bar

7-4760

263-4760 / 046-40
* ヘルシーチョイス

ランチチキン フラットブレッドサンド
焼きたてシナモンロール

クレープ

スターター

フレンチフライ10oz（283 g）(800 cal). ..... $3.00
クリンクルカットかカーリーフライをお選びください

チキンウィング10ピース(890 cal)...........$10.95

チキンナゲット(560 cal)........................... $5.95

バーガー

全てのハンバーガーにはプレミアムアンガスビーフを使用、
ウィートバンズ、
レタス、
トマト、
オニオン、
ピクルス付

チーズ(245 cal)..................... $3.00 / $14.00

ハウスボウラー(424 cal).......................... $4.95

ソーセージ(2480 cal)............................$15.75

クォーターパウンド
（113g）
バーガー

自家製味付けのチキンナゲット、
自家製ハニーマスタードBBQ
ソース付

ストライクゾーン(760 cal)........................ $7.50

モッツァレラスティック(590 cal)............... $5.95

ダブルウッド(838 cal).............................. $7.75

モチコチキン(719 cal)............................. $5.95

ボウラーズブレックファースト(598 cal)......$6.25

モッツァレラスティックフライ(6ピース)、
ピザソース付

ハーフパウンド
（226g）
バーガー

ダブルチーズバーガー

一口サイズのハワイ風フライドチキン

ベーコン、
目玉焼き、
チーズ

* ベジーカップ(167 cal)........................... $1.75

テンピンバーガー(565 cal)....................... $5.95

* ガーデンフレッシュサラダ(82 cal).......... $5.95

ZAMA 300(1431 cal).........................$11.95

キュウリ、
ニンジンスティック、
ランチドレッシング付
ドレッシングを一つお選びください
・ランチ ・ サウザンアイランド
・ブルーチーズ・ オイル＆ビネガー

•グリルチキントッピング(266 cal)............+$3.75
•スライスビーフトッピング(411 cal).........+$5.00

ベーコンチーズバーガー

トリプルベーコンチーズバーガー

ファールライン(513 cal)............................ $5.75
マッシュルームとモッツァレラチーズバーガー

* ファンデーションフレーム(272 cal).......... $5.50

ベジタブルバーガー

ドリンク・フレンチフライセット................. +$2.75
ファウンテンドリンク・クリンクルカット、
カーリーフライ
もしくはベジーカップのセット

ガーデンフレッシュサラダ

12歳以下のお子様用

チーズバーガー(590 cal).......................... $4.50

フレンチフライ付き

チキンテンダー (883 cal)......................... $4.50

グリルチーズ (542 cal)............................ $3.50

フレンチフライ付き

ペパロニ(310 cal).................. $3.25 / $15.75
ハワイアン(2240cal)..............................$16.50

スパイシーガーデン(2311 cal). ..............$18.00

ミートラバーズ(363 cal)......... $3.75 / $18.00
スプリーム(363 cal)............... $3.75 / $18.00
月替りスペシャルピザ.............................$18.75
今月のピザは店員までお問合せください

トッピング................................................ $1.75
• ペパロニ		
• ソーセージ		
• マッシュルーム		
• ブラックオリーブ
• オニオン		
• 角切りトマト		
• ピーマン

チキンナゲット

キッズ ミー ル

フレンチフライ付き

スライス/16インチピザ

ペパロニピザ

ストライクゾーン

追加トッピング
パティ............... $2.95(113g) / $5.50(226g)
チーズ..................................................... $0.75
ハラペーニョ............................................ $0.75
マッシュルーム......................................... $0.75
ベーコン.................................................. $1.00
目玉焼き.................................................. $0.75

スプリームピザ

• ハム
• ベーコン
• ハラペーニョ
• パイナップル
• モッツァレラチーズ
• ピザソース

