
MENU

Hot Dog ※カラフルコールスロー付
ご希望であればカット致しますのでお申し付けください。

イベリコ・チョリソーのホットドッグ
670kcal・塩分3.0ｇ

単品¥750 ドリンク付¥1,100

イベリコフランクのホットドッグ
712kcal・塩分3.05ｇ

・ スモークサーモン ¥490

イベリコプレーン （1本）¥390

286kcal・塩分1.85ｇ

イベリコチョリソー（1本）¥390

244kcal・塩分1.8ｇ

・ エッグドッグ
657kcal・塩分2.8ｇ

単品¥550 ドリンク付¥900

カラフル
コールスロー ¥250

114kcal

塩分0.8ｇ
112kcal

塩分1.0ｇ

コーンクリームスープ ¥420

ミネストローネ ¥420

31kcal

塩分1.3ｇ

※価格は全て税込み表記です。
セット商品のカロリー/塩分はドリンクにより数値が変動します。

単品¥550 ドリンク付¥900

・ フライドオニオンのミートドック
579kcal・塩分1.5ｇ

Side Menu

150kcal

塩分1.89ｇ

Set Drink
・ ブレンド
・ アメリカン
・ アイスコーヒー
・紅茶（アッサム）
・ アイスティー
・ オレンジジュース
・ ミルク
・ ヨーグルトドリンク

※おかわりドリップコーヒー 半額

・

トーストセット
451kcal・塩分1.77ｇ

コールスロー・ドリンク付 ¥800

当店
人気

№1

単品¥900 568kcal・塩分3.8ｇ
ドリンク付¥1,250

大盛 +¥100 730kcal・塩分3.9ｇ

ルポオリジナルボロネーゼ
コールスロー・ドリンク付

697kcal・塩分4.7g
¥1,320

・ ビーフシチューセット
664kcaｌ・塩分4.4g

パン・コールスロー・ドリンク付
¥1,280 （パン追加 ＋¥60）

・イベリコフランクのチーズドッグ
834kcal・塩分3.37ｇ

単品¥800 ドリンク付¥1,150

・ イベリコチョリソーのチーズドッグ
792kcal・塩分3.0ｇ

ヨーグルト
杏ジャム添え

¥480

116.9cal・塩分0.165g



Drink MENU

Coffee ※おかわりドリップコーヒー 半額

※価格は全て税込み表記です。

Tea

夏季限定

・ バナナジュース 200kcal ¥670 
・ ミルク 102kcal ¥420 
・ ヨーグルトドリンク 123kcal ¥420 
・ オレンジジュース 85kcal ¥420 
・ コカコーラ 72kcal ¥420 

※ シュガー 12kcal ポーションミルク 13kcal ガムシロップ 32kcal レモンスライス 1kcal

・ ルポブレンド 0～10kcal ¥520 

・ アメリカン 0～10kcal ¥520 

・ ウインナーコーヒー 90kcal ¥560 

・ ホットカフェオレ 56kcal ¥570 

・ 有機栽培コーヒー 0～10kca ¥560 

・ アイスコーヒー 0～10kcal ¥520 

・ アイスカフェオレ 56kcal ¥570 

・ コーヒーフロート 123kcal ¥690 

・ ノンカフェインコーヒー 0～10kcaｌ ¥550 

焼き菓子

・ ダージリン 0～10kcal ¥530 

・ アールグレイ 0～10kcal ¥530 

・ アッサム 0～10kcal ¥530 

・ アイスティー 0～10kcal ¥530 

・ ロイヤルミルクティー 102kcal ¥670 

・ ノンカフェイン紅茶 0～10kcal ¥530

・ あんず和紅茶 0～10kcal ¥500 

Herb Tea ノンカフェイン

・ ペパーミント 0～10kcal ¥530 

・ カモミール 0～10kcal ¥530 

・ ローズヒップブレンド 0～10kcal ¥530 

・ アイスハーブティー 0～10kcal

ストロベリーオレンジ ¥440 

ベリーモヒート ¥440 

ピーチ＆パッションフルーツ ¥440 

Juice

プレーン 420kcal ¥290

シナモンレーズン 432kcal ¥310

紅茶 420kcal ¥310

Wショコラ 459kcal ¥330

抹茶小豆 436kcal ¥330

レモン 434kcal ¥330

バナナクルミ 475kcal ¥330

・ マドレーヌ各種 塩分0.1ｇ

・ むうぷクッキー
約170kcal・塩分0.09ｇ

¥170

・ あんずケーキ
191kcal・塩分0.04ｇ

¥330

ルポ・ブレンド
100ｇ ¥630

コロンビア・ブラ
ジル・マンデリン
をブレンドした当
店のオリジナル

有機栽培コーヒー
100ｇ ¥660

堆肥による土作りを
3年以上行った農

園で栽培された豆
を100%使用

珈琲豆
100g～
販売中

当店
お勧め

有機栽培コーヒー

テイク
アウト

OK

Cake
ガトーショコラ
チーズケーキ
モンブラン
リンゴのタルト
ロールケーキ
etc

杏林大学
オリジナル

あんず和紅茶

・コーヒーゼリー
46kcal ・塩分0.01ｇ

¥500

・コーヒーゼリー
126kcal ・塩分0.04ｇ
（アイス付） ¥550
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