
Fountain Drink $1.50
ファウンテンドリンク

Milk $2.25
牛乳

Bottled Water 50¢
ミネラルウォーター

Coffee or Tea $1
コーヒー、紅茶

Green Tea $1.50
緑茶

Beer on Tap 12 oz. $2.25
生ビール	 25 oz. $4.50

Imported Beer $3
輸入ビール

Domestic Beer $2
国産ビール

Miniature Whiskey $3.25
ミニチュアウィスキー $4.50

Miniature Wine $4.50
ミニチュアワイン

TAMA HILLS GC  TAMA HILLS GC  

LUNCHLUNCH
MENUMENU

Steamed Rice $1.50
ライス

House Salad $4.50
ハウスサラダ	

Onion Rings $3.50
オニオンリング

French Fries $2.50
フレンチフライ

Bacon, Ham, Sausage or SPAM® $1.25
ハム、ベーコン、ソーセージ、スパム

Cheese 50¢
チーズ
Cheddar, American, Mozzarella or Swiss
チェダー、アメリカン、モッツァレラ、スイス

Bowl of Chili $3.75
チリ

YokotaFSS.com

DRINKSSIDES

*Only available with order of meal. 
*このセットメニューはメインを注文したお客様に限ります。

French Fries & Fountain Drink $2
フレンチフライ＆ファウンテンドリンク

Onion Rings & Fountain Drink $3
オニオンリング＆ファウンテンドリンク	

SIDE SET*
224-3426

Order using the line app.
食事のオーダーはLINEからも出来ます。



Fettuccini Bolognese $7
フェットチーニボロネーゼ
Pasta with tomato and meat sauce. Served with  
garlic bread. 
平打ちパスタにトマト＆ミートソースを絡めてあります。ガーリックブレット
が付きます。

Corned Beef Sandwich $8.25
コーンビーフサンドウィッチ
Our take on a Rueben, with thinly sliced corned beef, 
sauerkraut, thousand island dressing and melted Swiss 
cheese on rye bread. 
スライスしたコーンビーフにザワークラウト、サウザンアイランドドレッシン
グ、スイスチーズをライ麦パンにのせたサンドウィッチです。

Grilled Tuna $6.75
ツナサンド
Tasty tuna sandwich served on grilled garlic bread.

Add bacon for $1.25. 
ガーリックトーストにオリジナルの味付けをしたツナサンドウィッチです。
+$1.25でベーコンが追加できます。

Grilled Cheese $3.75
チーズサンド
Grilled to perfection, “just the way you like it.”

Add ham or bacon for $1.25. 
とろけたチーズのサンドウィッチです。
+$1.25でハムかベーコンが追加できます。

Club House $8.75
クラブハウスサンドウィッチ
Ham, turkey, bacon, lettuce, tomato and cucumber on 
white or wheat toast. 
ハム、ターキー、ベーコン、レタス、トマト、キュウリをトーストした食パンに挟
んだサンドウィッチです。(ウィートトーストに変更可)

Hot Dog $4.50
ホットドック
Our 1/4 lb. jumbo hot dog on a fresh bun served with 
your choice of condiments.
1/4ポンドのジャンボホットドッグです。お好みで以下のアイテムを追加出来
ます。（別料金）

• Cheese — 50¢ • Sauerkraut — 75c

• Egg — $1 • Chili — $1

• Grilled Mushrooms — $1c • Bacon — $1.25

• Ham — $1.25 • Corned Beef — $1.25 

Chicken Fried Steak $7.75
チキンフライドステーキ
Battered and deep fried 8 oz. steak smothered with 
country gravy. Served with dinner roll and your choice 
of French fries, onion rings or rice.
こんがりと揚げた8	oz.のビーフパティをカントリースタイルグレーヴィーソー
スと共に。パンが付き、サイドはフレンチフライ、オニオンリング又はライス
から選べます。

Wraps $5.50
ラップ
Buffalo Chicken, Fish or Shrimp* with lettuce, tomato, 
cheese and mayo on a tortilla. 

*Subject to availability.
フライドチキン/フィッシュ/シュリンプをシラチャーホットソースで和え、レタ
ス、マヨネーズを加えフラワートルティーヤで包みました。

Vegetable Sandwich $3.50
ベジタブルサンドウィッチ
Tomato, lettuce, cucumber and thousand island on 
garlic bread.
ガーリックブレッドにトマト、レタス、キュウリ、サウザンアイランドドレッシン
グを挟んであります。お好みで以下のアイテムを追加出来ます。

• Cheese — 50c • Egg — $1

• Bacon — $1.25 • Ham — $1.25

• Corned Beef — $1.25  • Tuna — $1.25

Grilled Chicken Salad $9.50
グリルドチキンサラダ
Fajita grilled chicken served over house salad.

Add bacon for $1.
ファフィータシーズニングで味付けされたチキンをサラダにのせました。
+$1でベーコンが追加できます。

Totchos $4.50 Small 
トッチョス		                        $8 Large   
Tator tot nachos with chili and cheese.
一口サイズのフライドポテトにトマト、オニオン、ピーマン、タコビーフ、チリ
ソース、チェダーチーズをトッピングした一品です。

Spring Rolls (8 Pieces) $5.75
春巻き	(8本）
Authentic Filipino, oyster sauce flavored, egg rolls. 
Served with sweet and sour sauce.
カリッと揚げたオイスターソース味のフィリピンの春巻きです。スイート＆
サワーソース付き。

Hot Wings (7 Pieces) $7.75
ホットウィング	(7本）
Seven golden fried chicken drummettes tossed in our 
own special sauce. Served with ranch dressing.
狐色に揚げた骨付きチキンをオリジナルソースに絡めてあります。ランチド
レッシング付き。

Build-a-Burger $8
ハンバーガー
Handmade 8 oz. fresh ground beef patty topped with 
lettuce, tomato, pickle and onion.
アンガスビーフ100％のフレッシュな生の挽き肉を使って多摩オリジナル
の焼き方でジューシーに仕上げるハンバーガーです。レタス、トマト、ピクル
ス、オニオン付きです。お好みで以下のアイテムを追加出来ます。(別料金）

• 8 Ounce Patty — $4 • Bacon — $1.25 
• Ham — $1.25 • Corned Beef — $1.25 
• Egg — $1 
• Sauerkraut — 75¢ 
• Grilled Mushrooms — $1
• Chili — $1
• Cheese — 50¢

Patty Melt $7.25
パティ	メルト
Handmade 8 oz. seasoned beef patty on rye bread 
with cheese. 
アンガスビーフ100％の新鮮な挽き肉を使って焼き上げスイスチーズをの
せ、ライ麦パンに挟んだサンドウィッチです。

BLT Sandwich $5.50
ベーコン・レタス・トマト　サンドウィッチ
Four pieces of crispy fried bacon with lettuce and 
tomato served on your choice of white or wheat toast.  
4枚のベーコンとレタス、トマトを食パン又はウィートトーストに挟んだサン
ドウィッチです。お好みで以下のアイテムを追加出来ます。	(別料金）

• Egg — $1 • Grilled Mushrooms — $1

• Sauerkraut — 75¢

Build-a-Burger

Fettuccini Bolognese


