SLICE / 16” PIZZA
スライス / 16インチ ピザ

LOCAL FAVORITES
ローカルフード

レギュラークラスト（厚）・シンクラスト（薄）を
お選びいただけます。

ステーキオリエンタルライス (708cal) ...... $8.95

チーズ (245cal) ................ $3.00 /
ペパロニ (310cal) ................ $3.25 /
ソーセージ (2,480cal) ........................
スパイシーガーデン (2,311cal)............
ミートラバーズ (363cal) .... $3.75 /
スプリーム (363cal) ............ $4.00 /

唐揚げチキンライス (995cal) ..................... $7.95

$14.00
$15.75
$15.75
$18.00
$18.75

$19.00
月替りスペシャルピザ ........................ $18.75

薄切り牛肉・彩り野菜のソテーを白飯と
唐揚げ、
千切りキャベツを白飯と

*ベジタブルオリエンタル (680cal)............... $6.50
彩り野菜のソテーを白飯と

チキンフライドライス
（炒飯）(740cal)...... $6.95

今月のピザはスタッフまでお問合せください

トッピング ........................................
• 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

唐揚げチキンライス

ベジタブルオリエンタル

SWEETS & SNACKS
スウィーツ & 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

ブラウニーボール ................................. $4.00
チョコレートブラウニーにマシュマロをトッピングして焼き上
げます。
チョコレートソースと

スムージー............................................. $5.50
スタッフまでお問合せください

ボバ（タピオカティー）

キャラメルマキアートボバ ..................... $6.00
ミルクティボバ....................................... $5.00
ミルクチョコレートボバ ........................ $5.00

スプリームピザ

SERVICE

営業時間
. - 7 p.m.
火曜日 ー 日曜日 11 a.m
祝日
定休日: 月曜日＆米国
Bldg. 389 Snack Bar

$1.75

• 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

バー

ールスナック
Z A M A B O W L 座間ボ

シナモンロール

ブラウニーボール

7-4760

263-4760 / 046-40
* ヘルシーチョイス

STARTERS

BURGERS

SANDWICHES

フレンチフライ 10oz/283g (800cal) ... $4.75

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、
オニオン付

フィリーステーキサンド (611cal) ........ $8.95

チキンウィング 10ピース (890cal) ...... $11.95

ハウスボウラー (424cal）.............................. $4.95
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、
フレンチフライ付き。
ソース
はランチ、
ハニーマスタード、
ハニーBBQ、
バッファロー、
ブル
ーチーズから選べます。

ストライクゾーン (760cal) ..................... $7.95

モッツァレラスティック (590cal) ............ $5.95
モッツァレラスティックフライ(6ピース)、
ピザソース付

ダブルチーズバーガー

スターター

ハンバーガー

クリンクルカットかカーリーフライをお選びください

チキンナゲットバスケット (1060cal) ......... $7.95

フライドハラペーニョ (600cal) ............... $4.75
自家製フライドハラペニョ、
ランチドレッシング付

* ベジーカップ (167cal)

............... $2.25

キュウリ、
ニンジンスティック、
ランチドレッシング付

* ガーデンフレッシュサラダ (82cal)

......... $5.95

ドレッシングをお選びください: ランチドレッシン・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 (266cal) ...... $3.75

サンドウィッチ

ハーフパウンド（226g）
バーガー

ダブルウッド (838cal) .................................... $7.95
ボウラーズブレックファースト (598cal)

ベーコン、
目玉焼き、
チーズ

$6.50

テンピンバーガー (565cal) ..................... $5.95
ベーコンチーズバーガー

ZAMA 300 (1,431cal) .....................
トリプルベーコンチーズバーガー

$12.95

ファールライン (513cal) .............................. $5.95
マッシュルームとモッツァレラチーズバーガー

スパイシーバーガー (667cal) ..................... $5.95

クォーターパウンドバーガーとモッツアレラチーズ、
自家製ス
パイシーソースと

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

チキン ポ・ボーイ (795cal) .................. $8.50
フライドチキンビッツ、
レタス、
トマトのフィリーロールサン
ドウィッチ、
自家製スパイシーソースと
ローストイタリアンチキン (576cal) ...... $6.95
ローストチキンブレストにマリナラソース、
モッザレラチー
ズをトッピングしたフィリーロールサンドウィッチ

(400cal)
* ツナサラダフラットブレッドサンド
.......................................................... $7.95
ツナサラダ、
レタス、
トマト、
キュウリ、
オニオンののフラット
ブレッドサンドウィッチ

(597cal)
* ランチチキンフラットブレッドサンド
.......................................................... $7.95
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と

BLT サンド (338cal) .......................... $5.00
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

ドリンク・フレンチフライセット ......... $3.00

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

フライドハラペーニョ

KIDS MEALS
キッズミール

チキン ポ・ボーイ

１２歳以下のお子様用

キッズチーズバーガー (590cal）........ $5.50
フレンチフライ、
キッズドリンク付

チキンナゲット (883cal) .................... $5.50
フレンチフライ、
キッズドリンク付
グリルチーズ (542cal) ...................... $4.50

フレンチフライ、
キッズドリンク付

ボーラーズブレックファースト

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

ツナサラダフラットブレッド

