
※2名様以上の場合は、同時間プランでのご注文をお願いします。

※両プランともにラストオーダーは、お時間の15分前までとなります。

※お時間が９０分・１２０分に満たない場合でも飲み放題プランは可能ですが、
料金は上記の料金となります。予めご了承ください。

※飲み放題のグラスは、1人1グラスとさせていただきます。

※お子様プランは、中学生以下の方となります。

※3歳以下の同席のお子様は、無料でソフトドリンク飲み放題となります。

90分プラン

プランＡ（飲み放題） 1,800円

プランＢ（ソフトドリンク飲み放題） 1,300円

お子様プラン（ソフトドリンク飲み放題 ） 800円

120分プラン

プランＡ（飲み放題） 2,500円

プランＢ（ソフトドリンク飲み放題） 1,800円

お子様プラン（ソフトドリンク飲み放題） 800円

飲み放題プラン（90分or120分）

日替わりおつまみ１品つき！

飲み放題プランはセルフサービスとなります。
お飲みになったグラスは下げ場までお持ちください。

飲み放題ドリンクメニュー

●ソフトドリンク

・ノンアルコールビール
・ウーロン茶
・コーラ
・ジンジャエール
・ファンタメロン／レモン
・カルピス
・アイスティー
・各種ジュース

オレンジ／りんご
マンゴー

●アルコール

・生ビール(サッポロ黒ラベル)
・赤ワイン／白ワイン
・各種サワー

ウーロン茶／レモン
グレープフルーツ／巨峰
カルピス／あんず

・ハイボール
・日本酒
・焼酎
・ウィスキー

営業時間18時～21時30分（ラストオーダー21時）

☆レストランとテラスをご利用のお客様へ☆

※注意事項
・飲酒運転は、絶対にしないでください。

運転者の方には、ハンドルステッカーを貼らせていただきます。
・未成年の方の飲酒は、絶対にしないでください。

年齢を確認させていただく場合がございます。
・会場は暗い為、足元に十分ご注意ください。
・悪天候などで中止する場合がございます。予めご了承ください。

レストラン緑屋 ℡ 048-282-0167



おつまみ

おつまみセット（ポテトチップ・ナッツ） 500円

ラム肉の生ハム 500円

ピンチョス5種の盛り合わせ 500円

蒸じゃがの塩辛のっけ 600円

シラスのオリーブ煮 600円

ミックスピザ 800円

マグロとブリのスモーク 1,000円

6種のチーズの盛り合わせ 1,000円

海老とブロッコリーのアヒージョ 1,200円

☆レストランとテラスをご利用のお客様へ☆

★フードメニュー★

揚げ物

ポテトフライ 400円

鶏の唐揚げ 500円

麺類・ご飯もの

醤油ラーメン 800円

灼熱ラーメン 1,110円

ナポリタン 800円

特製ビーフカレー 800円

ロコモコ丼 900円

つつじ山丼（ローストビーフ丼）1,110円
サラダ

和風サラダ （サウザン・醤油・オレンジ）（1人前）400円

フリフリサラダ （2～3人前）800円

大温室サラダ（川口野菜の温製サラダ） 1,110円

炭火焼
※焼きたてを提供します。少々お時間をいただきます。
※川口味噌の特製たれでもお召し上がりいただけます。

ねぎま串焼き 1本 150円

つくね串焼き 1本 150円

鶏もも串焼き 1本 150円

イカ焼き 500円

エビ鬼殻焼き 2尾 800円

ホタテ焼き（1人前2ケ） 900円

営業時間18時～21時30分（ラストオーダー21時）

デザート

特製水出しコーヒーゼリー 600円

トロピカルフローズン（4～5人前）1,110円

ソフトクリーム 400円

あんみつ 400円

白玉ぜんざい 400円

ホットケーキ 500円

お子様パンケーキ 300円

デザートはその他メニューもございます。

※当日の仕入れ状況などでご用意できないメニューや数量に限りがある場合がございます。

※お料理内容により、お時間がかかる場合がございます。

レストラン緑屋 ℡ 048-282-0167



③ダンゼンお得！
これは大満足1,110（川口）円！

・大温室サラダ（川口野菜の温製サラダ）
・つつじ山丼（ローストビーフ丼）
・灼熱ラーメン
・地元川口野菜と魚介のスープ仕立て
・トロピカルフローズン

①やらなきゃソン！５０円で取り放題！
電車が一周して帰ってくるまでに
ローストビーフ・刺身・サラダなど
日替わりメニューが取り放題！
※1団体で1回のみとなります。

50周年記念でトクしちゃお♪
スペシャル企画！

②ゼッタイお得！大サービスで500円！
・おつまみセット
・ピンチョス5種盛り合わせ
・生ビール（サッポロ黒ラベル）
・本日のスパークリングワイン
・本日の白ワイン/赤ワイン

日替わりデニッシュ2種 300円

川口産枝豆 400円

★長ネギの丸焼き ピリ辛川口味噌で 500円

地元川口でとれたじゃがバター 500円

★3種のソーセージの盛り合わせ 700円

★ホイル焼きハンバーグ 900円

川口野菜と塩豚のオーブン焼き 900円

鮮魚のオーブン焼き 900円

緑屋のグリーンラーメン 900円

★新井宿大判揚げ鶏 300ｇ （2～3人前）1,000円

埼玉県産武州和牛のリブステーキ 100ｇ （1人前）3,500円

★限定！地元川口野菜と魚介のスープ仕立て （2～3人前）1,110円

☆レストランとテラスをご利用のお客様へ☆

★当店いち押しメニュー★

※当日の仕入れ状況でご用意できないメニューや数量に限りがある場合がございます。

※お料理内容により、お時間がかかる場合がございます。

３種のソーセージ盛り合わせ

Ａ５ランク
武州和牛リブステーキ

地元野菜と魚介のスープ

トロピカルフローズン



☆レストランとテラスをご利用のお客様へ☆

ボトルワインメニュー

フルボトル（750ml）
すべて3,200円（税込）

※仕入れ状況でご用意できない場合がございます

♪プレミアムワイン ♪

ヴーヴクリコ（シャンパーニュ） 7,800円

カロンセギュール２００４（赤） 25,000円

ドンペリニョン 28,000円

パピオンルージュ シャトーマルゴー2006 28,000円

シャトー ラトゥール1997 98,000円

フランス
・ミシェル リンチ
・シャプティエ ベルルーシュ

イタリア
・キャンティ デル バローネ
・ファルネーゼ モンテプルチアーノ

スペイン
・イゲルエラ

アメリカ
・ロバートモンダヴィ ピノノワール
・フランシスコッポラ ディレクターズ

チリ
・グランタラパカ カベルネソーヴィニヨン
・グランタラパカ メルロー
・コノスル レゼルヴァ ピノノワール

オーストラリア
・ウィンダム エステート BIN555 シラーズ

フランス
・シャブリ ドメーヌ デ マロニ
・ミシェル リンチ

イタリア
・ソアーヴェ カンティーナ ベリーニ

ドイツ
・トラベナー

アメリカ
・ロバートモンダヴィ シャルドネ

オーストラリア
・デ ボルトリ DBセミヨンシャルドネ842

ニュージーランド
・ヴィラ マリア ソーヴィニヨンブラン
・ヴィラ マリア ゲヴュルツトラミネール

チリ
・コノスルレゼルヴァ シャルドネ
・コノスルレゼルヴァ リースリング

日本
・北海道 完熟ナイアガラ

赤ワイン

スパークリングワイン

白ワイン

WINE LIST

PRMIUM WINE

RED WINE LIST

WHITE WINE LIST

SPARKRING WINE LIST
フランス

モンムソー クレマン ド ロワール

スペイン
ドン ロメロ カヴァ ブリュット

イタリア
レグロッテレッジアーノ ランブルスコ

日本
マンズワイン 酵母の泡



生ビール（サッポロ黒ラベル） 500円

生ビール（エビス） 600円

ハウスワイン（グラス）赤・白 450円

ウーロンハイ 450円

レモンサワー 450円

グレープフルーツサワー 450円

カルピスサワー 450円

巨峰サワー 450円

あんずサワー 450円

ハイボール 450円

日本酒（１合）冷酒 600円

ノンアルコールビール 450円

マール モエ エ シャンドン 700円

☆レストランとテラスをご利用のお客様へ☆

ドリンクメニュー

営業時間18時～21時30分（ラストオーダー21時）

ドイツ
エルディンガー ヴァイス
エルディンガー デュンケル
レーベンブロイ

ベルギー
ヒューガルデン ホワイト

シャンディー ガフ

ディーゼル

スプリッツァー

キティー

スクリュードライバー

カンパリソーダ

カンパリオレンジ

レッドアイ

ムッシュの特製水出し珈琲焼酎

★本日のワイン

本日のスパークリングワイン 500円

本日の白ワイン 500円

本日の赤ワイン 500円

本日のおすすめワイン(おつまみ) 700円

川口のお酒

日本酒

川口初扇本醸造 （１合）600円

御成道川口 （１合）900円

焼酎

健酎たたら （グラス）700円

おトク！飲み比べセット

本日のワイン３種 1,200円

本日の日本酒３種 1,200円

世界のビール（330ｍｌ）600円

カクテル 600円 ソフトドリンク 400円

オレンジ/りんごジュース

ファンタレモン/メロン

コーラ

ジンジャエール

マンゴージュース

ウーロン茶

カルピス

アイスティー

アイルランド
ギネス エクストラスタウト

イタリア
モレッティ

日本
コエドビール 瑠璃

DRINK MENU
EACH COUNTRY BEER

COCKTAIL SOFT DRINK


