
DESSERT

切りたて生ハム
“プロシュット・ディ・パルマ” 

Freshly s liced prosciutto di parma
680

（税込 734）

季節の果実と
切りたて生ハムプロシュット

Prosciutto di  parma w/seasonal fruit
850

（税込 918）

蒸し鶏、ナッツ、
ミモレットチーズのサラダ
ハニーマスタードドレッシング
Chicken salad with nuts  and mimolette cheese

780
（税込 842）

NY スタイルシーザーサラダ
NY style Caesar salad

780
（税込 842）

SIDE DISH

自家製ピクルス
Homemade pickles

500
（税込 540）

エビとマッシュルームのアヒージョ
Spanish garl ic shrimp with mushroom

680
（税込 734）

チキンナゲット
ハニーマスタード & チェダーチーズソース
Chicken nugget w/honey mustard & cheddar cheese sauce

580
（税込 626）

オイスターフィッシュ＆チップス
Oyster  f ish & chips

700
（税込 756）

チェダーチーズフライドポテト
Cheddar cheese french fries

580
（税込 626）

フライドポテト
French fr ies

480
（税込 518）

   8 :00-11:00

11:00-17:00

17:00-22:00

モーニング

ランチ

ディナー
(L .O.21:00)

southern-beach Café 0467-82-4445
神奈川県茅ヶ崎市中海岸 4-12986 茅ヶ崎迎賓館 1F
southernbeachcafe@tpd-jo .co . jp

@southernbeachcafe

茅ヶ崎をもっと楽しく！

【 スタッフ募集中。詳しくはお尋ねください。 】

※ 混雑時は９０分制のご利用となります。予め御了承下さい。

・ブレンドコーヒー
Original blend coffee

・コーラ
Cola

・オレンジジュース
Orange juice

・グレープフルーツジュース
Grapefruit  juice

・カフェラテ
Caffè latte

・ジンジャーエール
Wilkinson ginger ale

・ウーロン茶
Oolong tea

・アールグレイ    （ストレート / レモン / ミルク）
Earl grey tea (w/le mon,milk or black)Set Drink +200（税込 216）

DESSERT & DRINK SET
8:00-17:00

アールグレイ & オレンジ

630
Earl grey & orange

（税込 680）

メープル & バナナ

630
Maple & banana

（税込 680）

キャラメル＆ナッツ

630
Caramel & nut

（税込 680）

FRENCH TOAST
BRIOCHE 

ブリオッシュフレンチトースト

OTHER SWEETS
ホットアップルパイ
Hot apple  pie

630（税込 680）

温かいパイと冷たいアイスがベストマッチな
こだわりのアップルパイ

（税込 626）

バナナブリュレ & チョコレートブラウニー

580

Banana brûlée & chocolate brownie

濃厚でしっとり焼いたチョコブラウニーの上に、表面を
カリッとブリュレしたバナナを乗せて

Bic
Fr c T s 



glass

bottle 2800

580

（税込 3024）

（税込 626）

[ white ]

カヴァンサ シャルドネ
Cavanza Chardonnay
輝きのある色調で、柑橘系とトロピカルフルーツの香りに
ヴァニラのニュアンス。まろやかでバランスのとれた味わ
いの白ワインです。

[ red ]

glass

bottle

カヴァンサ カベルネソーヴィニヨン

2800

580
Cavanza Cabernet Sauvignon

（税込 3024）

（税込 626）

深みのある色調で、濃い色の果実と樽熟成から来るヴァニ
ラの香り。まろやかでエレガントな味わいのフルボディの
赤ワインです。

Freshly  sl iced prosciutto di parma
680

（税込 734）

2 ∼ 3 人で軽くシェア出来る単品の生ハムです。

切りたて生ハム“プロシュット・ディ・パルマ” 

Prosciutto di parma w/seasonal fruit
850

（税込 918）

果実の甘味が生ハムの旨みをさらに引き立てます

季節の果実と切りたて生ハムプロシュット

手摘みしたぶどうをフレンチオーク樽熟成
品種の特徴が良く出た果実味豊かな味わい

カヴァンサ

PROSCIUTTO 生ハム

WINE ワイン

PROSCIUTTO
&

CAVANZACHILE
W I N E
A L L  Y O U  C A N  E A T  A N D  D R I N K

お一人様

Y1380
（税込 1490）

食べ放題飲み放題１時間追加 お一人様 980（税込 1058）

切りたて生ハム食べ放題
カヴァンサ飲み放題（1 時間）

カヴァンサ飲み放題 880お一人様

切りたて生ハム食べ放題 600
お車を運転の方や、ノンアルコールをご希望の方は
こちらをご利用ください

（税込 648）

お一人様
1 時間

1 時間
（税込 950）

ランチを
ご注文のお客様

お一人様

Y980
（税込 1058）

※オーダーをしていない方とのシェアは出来ません。ご了承下さい。


