
PUBの ホットドッグBIG

Including tax. 表示価格は全て税込です。

Fish dogs with flesh lemon

PUB定番のフィッシュ&チップスをドッグスタイルで提供
ボリューム満点ながら重たすぎない爽やかなレモンが決め手

爽やかレモンの
フィッシュドッグ

¥1,400

Track espresso martini latte

エネルギー源をサポートするバナナと
美容効果のあるベリーをミックスさせ
集中力を高めるコーヒーで仕上げた
栄養素ドリンク

トラックエスプレッソ
マティーニラテ

バナナ&ベリー

¥1,200

ARE YOU READY
TO ENJOY?

Shrimp dog with herbs

プリッとした食感のガーリック
シュリンプに卵黄のコクのある
ソースを合わせたハーブとの
相性抜群のシュリンプサンド

ハーブ香るシュリンプドッグ
¥1,400

MORE FUN

Field mojito yell

夏の青春をライムとキウイの
甘酸っぱさで表現した
オリジナルモヒート

フィールド・
モヒートエール

ライム&キウイ

¥1,200
Marine stream

海をイメージしたエメラルド
グリーンに南国のトロピカル要素を
加えたハワイアンドリンク

マリンストリーム
ピーチ&パイン

¥1,200

Arena sour

爽快感溢れるレモンサワーに
夏のフルーツをアレンジした
サマーカクテル

アリーナサワー
レモン&パイン

¥1,200

Non-Alcoholic ¥800

Non-Alcoholic ¥800
Non-Alcoholic ¥800

Non-Alcoholic ¥800

ORIGINAL BIG COCKTAIL 680ml

Taste of                    summer

Sh

ares

芋焼酎で作ったレモンサワーに金粉で華やかさを演出
桶の木の香りもおいしいみんなでシェアする楽しいドリンク

GOLDシェアーズレモンサワー

¥2,800

GOLD SHARES LEMON SOUR
6～8杯分！

25 cm

東京都の要請による酒類提供禁止期間中はノンアルコールのみの販売となります。



フライドポテトを
ローディットポテトに変更できます

Chili con carne & Chedder cheese
チリコンカン&チェダーチーズ

Cheese in OKAKI ASAKUSA style
チーズinおかき 浅草江戸前七味

Honey caramel walnuts special
ハニーキャラメルウォルナッツスペシャル
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¥300
プラスCh

ange potato

グラスの

1.5～2倍!

Vegetables

Vege sticks bowl

色鮮やかなスティック野菜にピリッと辛み
のある味噌マヨネーズディップをつけて
食べるヘルシー＆ビューティーメニュー

野菜スティックボウル
¥1,200

Snacks

Guacamole with salsa bowl

メキシカンメニューの定番ワカモレに
カリカリのトルティーヤチップスとミニチキン
バーガーを付けた夏にピッタリのコンボメニュー

ワカモレ with サルサボウル
¥1,200

Salad

Grilled chicken cobb salad bowl

グリルチキンとアボカドやトマトなど
具だくさんのサラダ
ヘルシーだけどボリュームの一品

グリルチキンコブサラダボウル
¥1,200

Burger&Chips

Naget sligers & Chips bowl

自家製大山鶏のチキンナゲットを挟んだ
ミニチキンバーガー３個と揚げたての
塩フライドポテトの定番ライトミール

画像はローディットポテトC（追加¥300）です。

ナゲットスライダー&
チップスボウル

¥1,200

Fries &Chips

Chicken & Chips bowl

大山鶏のむね肉をオリジナルスパイス
でジューシーに揚げたフライドチキンと
シンプルに塩で味をつけたフライドポテトのセット

画像はローディットポテトA（追加¥300）です。

チキン＆チップスボウル
¥1,200
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SPECIAL BIG CUP

- Special BIG Cup & Food Cup - 

SOFTDRINK
set

¥1,800
ソフトドリンクセット

ALCOHOL
set

¥2,200
アルコールドリンクセット

BEER
set

¥2,400
ビールセット

S E T なら ¥2 0 0も お得に！

片手でドリンクもフードも！

Ch
oose

 Food cupChoose drink

Soft Drink
ソフトドリンク

コカ・コーラ

ジンジャーエール

トニックウォーター

ウーロン茶

アイスほうじ茶

アイス玄米緑茶

オレンジジュース

グレープフルーツジュース

アイスティー

アイスコーヒー

¥800
Beer
ビール ¥1,400

ジントニック

ジンバック

ウォッカソーダ

ウォッカトニック

モスコミュール

ラムコーク

ハイボール

コークハイ

ジンジャーハイ

ほうじ茶ハイ

玄米緑茶ハイ

瀬戸内レモンサワー

Alcohol
アルコールドリンク ¥1,200

Coca cola

Ginger ale

Tonic water

Oolong Tea

Ice roasted tea

Ice brown rice green tea

Orange juice

Grapefruit juice

Iced tea

Iced coffee

Gin & tonic

Gin buck

Vodka & soda

Vodka & tonic

Moscow mule

Rum & coke

カシスソーダ

カシスウーロン

カシスオレンジ

カシスグレープフルーツ

ファジーネーブル

ピーチウーロン

Cassis & soda

Cassis & oolong

Cassis & orange

Cassis & grapefruit

Fuzzy navel

Peach oolong

Highball

Coke highball

Ginger ale highball

Roasted tea & shochu

Brown rice green tea & shochu

Setouchi lemon sour

Cocktails Whiskey & Shochu
アサヒスーパードライ

Asahi  Super DRY

クラフトビール TOKYO隅田川ブルーイング
“香るヴァイツェン”

Craft beer 
TOKYO Sumidagawa Brewing
Scented Weizen

Have fun
 !

650ml
over!

DRINK FOODON

東京都の要請による酒類提供禁止期間中はソフトドリンクセットのみの販売となります。


