
GRAND MENU

生ハムモッツァレラ ６５０

まるごとモッツァレラチーズ ９１０

フライドポテト ４５０

１，３００チーズの３種盛り
（モッツァレラチーズ＋リコッタチーズ＋蒼 ）

９１０モッツァレラサラダ

９１０カプレーゼ
（トマトスライス＋モッツァレラ＋アボカド+バジルソース）

A LA CARTE

FOOD
Cheese Humburger

チーズバーガー + ポテト + サラダ

ハンバーガーのソースは

トマトソース か バジルソース
よりお選びください

１，２００モッツァレラチーズバーガー

１，２００リコッタチーズバーガー

１，３００カマンベールチーズバーガー

Pizza
ホエイ入り自家製ピザ生地のピザ

マルゲリータ
（モッツァレラ＋トマト＋バジル）

９２０

９８０
（モッツァレラ＋トマト＋アンチョビ）

ロマーナ

１１００
（凛＋トマト＋バジル）

カマンベールピザ

１３９０
（蒼＋モッツァレラ＋リコッタ＋カチョカッヴァッロ粉チーズ）

クアトロフォルマッジ

１１８０
（モッツァレラ＋トマト＋生ハム＋サラダ）

生ハムのサラダピザ

SWEETS
Cheese Toast チーズトースト

モッツァレラチーズとはちみつは相性抜群です

７００
（モッツァレラ＋ホイップ＋はちみつ）

ハニートースト

（モッツァレラ＋ホイップ＋ソフトクリーム＋はちみつ）
１，０００ハニーアイストースト

Softcream ソフトクリーム

アフォガート ６２０
（ソフトクリーム+エスプレッソ）

ソフトクリーム ３８０
※カップかコーンをお選びください

DRINK

Tea
茶葉を蒸らすため少しお時間かかります

無農薬紅茶

４５０ストレート（Hot/Ice)

４７０ミルクティー（Hot/Ice)

４７０はちみつ生レモンティー（Hot/Ice)

はちみつ生レモンソーダ ４５０

Soft Drink ソフトドリンク

コーラ ２８０

ジンジャーエール ２８０

はちみつ生レモン ４２０

Coffee/Espresso コーヒー / エスプレッソ

４００ブレンド（Hot/Ice)

３００エスプレッソ（Hot) Single

４７０カフェラテ（Hot/Ice)
（エスプレッソ＋ミルク）

７００チーズコーヒー（Hot/Ice)
（カフェラテ+ホワイトチョコシロップ
+チーズクリーム+カチョカヴァッロ粉チーズ）

チーズドリンクCheese Drink

チーズティー ７００（Hot/Ice)
（無農薬紅茶+チーズクリーム+カチョカヴァッロ粉チーズ）

のむティラミス ８８０
（リコッタ＋エスプレッソ＋ソフトクリーム＋ホイップ）

８８０のむベリーチーズケーキ
（リコッタ+バルサミコベリーソース+ソフトクリーム+ホイップ）

ホエイドリンクWhey Drink

ホエイベリーベリーミルク ５８０

のむホエイヨーグルト ４５０

本日のホエイ ２２０

ホエイミルク ５００

４５０ホエイはちみつ生レモン

栄養満点のホエイドリンクが飲めるのは当店だけ！



こんがり食パンに
揚げたてのカツ

とろ～りモッツァレラチーズ
クリーミーなリコッタチーズ

を贅沢にサンド！！
ボリュームもあり満足な一品です

１３５０円

揚げたての提供となりますのでお時間いただきます
テイクアウトもできます（カツサンド＋ポテト）１２００円

岩下の新生姜モッツァレラサラダピザ

一度食べたらクセになる岩下の新生姜モッツァレラが
当店大人気のチーズバーガーになって登場！！

岩下の新生姜モッツァレラバーガー

１３００円

特注オリジナルバンズ、てごねパティのジューシーハンバーガーと
新生姜のさわやかな香りをまとったミルキーなモッツァレラは
意外にも相性抜群なのです
新生姜モッツァレラを知っている人も知らない人も
食べてみる価値アリです

店内：ポテトとミニサラダ付き
テイクアウト：ポテト付き

ハマる人続出の岩下の新生姜モッツァレラが
ヘルシーなサラダピザになって登場！！

新生姜のさわやかな香りをまとったミルキーなモッツァレラは
そのままはもちろん焼いても風味豊かなのです

ホエイ入りオリジナルピザ生地、店内成形のクリスピーピザと
フレッシュサラダとの相性抜群！！

今までにない新しい和風ピザを是非お試しくださいませ

テイクアウトは、容器代として＋50円いただきます

数量限定
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７００円

テイクアウトもできます

こんがりバゲットにジューシーウィンナーと
モッツァレラチーズがかかったホットドッグ

モッツァレラのミルキー感と
ウィンナーの相性はバッチリです☆

８００円
モッツァレラとツナのバゲット

カマンベールとパインのバゲット
の 2 種類の味が楽しめます

無くなり次第終了の期間限定メニュー
なのでお早めにどうぞ♪

バゲット
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３９０円

テイクアウトもできます

じゃがいもとチーズは正義です☆
もっちり食感とのび～るチーズペロリ！

とリピ決定な一品です

①バジル　②トマト
の 2 種類からお選びください

もっちーず

１３００円

オーブンで焼き上げますのでお時間いただきます

モッツァレラチーズ、ブルーチーズ、
リコッタチーズ、カチョカヴァッロ粉チーズ
４種のチーズがたっぷり入ったドリアだよ☆

オーブンで香ばしく焼き上げた出来立て
熱々を召し上がれ～！



たこ焼き
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テイクアウトもできます

新生姜モッツァレラと
たこ焼きは合う♥

プチ贅沢なたこ焼きを
是非召し上がれ～★

５４０円

もっちーず
店内でのお食事の場合は・・・
ショーケースの中からお好きなブッラータを選んでね
1 つ 1 つ手作りなので大きさが違うよ
ブッラータの商品代金（１ｇ１２円）
※目安 140ｇで 1,680 円
　　　＋
盛付代　１７０円
で食べれるよ

中からとろ～っと生クリーム
がでてくるよ。
ハチミツをつけてデザート感覚で
食べてもよし。
オリーブオイルや岩塩でサラダとして
食べるのもよし。
巾着部分はモッツァレラチーズなので
まるごと食べれちゃうよ。

静岡県内で出来立てのブッラータが
食べられるのはここだけ！
巾着の中に、コクのある生クリームと
繊維状のチーズが入っています。
鮮度が重要な事と作り方が難しい事もあり
流通量が非常に少なくとても希少で
幻のチーズとも言われています。

巾着を切ると・・・

BURRATAブッラータ



当店自慢のミルキーなモッツァレラチーズを
独自配合の調味料で味付けした合挽ミンチ

で包み揚げたメンチです
店内で1つ1つ手作りしています

１個　４８０円

ラメンチ

モ
ッ
ツ
ァ
レ

揚げたての提供となりますのでお時間いただきます
テイクアウトもできます

※数量限定商品となります

当店自慢のミルキーなモッツァレラチーズと
ケチャップで味付けしたベーコンライス
の絶妙なハーモニーを熱々で召し上がれ♪

１個　２８０円
２個　５４０円

ライスボール

モ
ッ
ツ
ァ
レ

揚げたての提供となりますのでお時間いただきます
テイクアウトもできます

※数量限定商品となります



I C E  CREAM

T R Y ME
1 個　５００円

    C A SSATA
カッサータ～リコッタチーズのアイス～

クセのないミルキーなリコッタチーズと

オレンジ、レーズン、チェリー、レモン、パイナップル

が入ったアイスクリーム

とっても食べやすいのでお子様にもおすすめです

I C E  CREAM
BLUE CHEESE
蒼～ Sou～

静岡ブルーチーズ

T R Y ME

濃厚なミルクアイスに
細かくしたブルーチーズの粒を合わせました
ミルクアイスの甘さには
ブルーチーズのほろ苦さや塩味が似合います
なかなか出逢えない希少な逸品です

1 個　５００円



TAKE OUT
MENU

お持ち帰りできます

〒421-2106
静岡県静岡市葵区牛妻 538-1
Tel.054-294-9300
Mail.info@chestarhouse.com

【チーズ販売】
10：00-16：00

【カフェ・テイクアウト】　
11：00-16：00 (L.O.15:00)

チェスターハウス

&

コーラ ２８０
ジンジャーエール ２８０
はちみつ生レモン ４２０
はちみつ生レモンソーダ ４５０

Soft Drink
ソフトドリンク

Whey Drink
ホエイドリンク

ホエイベリーベリーミルク ５８０

のむホエイヨーグルト ４５０
本日のホエイ ２２０

ホエイミルク ５００
４５０ホエイはちみつ生レモン

チーズドリンク
Cheese Drink

８８０のむベリーチーズケーキ
のむティラミス ８８０

チーズティー ７００（Hot/Ice)

チーズコーヒー ７００（Hot/Ice)

４５０ミルクティー（Hot/Ice)

４７０はちみつ生レモンティー
（Hot/Ice)

Tea
茶葉を蒸らすためお時間かかります

無農薬紅茶

４５０ストレート （Hot/Ice)

Coffee/Espresso
コーヒー / エスプレッソ

ブレンド（Hot/Ice) ４００
カフェラテ（Hot/Ice) ４７０

ソフトクリーム ３８０

ブルーチーズアイス ５００ カッサータ ５００

※カップかコーンをお選びください
アフォガート ６２０

（ソフトクリーム + エスプレッソ）

Sweets デザート

ピザPizza
自家製ピザ生地にホエイを練りこみました

９８０ロマーナ

※ピザのお持ち帰りは
容器代＋￥５０かかります。

１１００カマンベールピザ

１１８０生ハムのサラダピザ

マルゲリータ ９２０

１３９０クアトロフォルマッジ

Cheese Humburger
チーズバーガー + ポテト

１，２００リコッタバーガー

１，３００カマンベールバーガー

１，２００モッツァレラバーガー

ハンバーガーのソースは

トマトソース か バジルソース
よりお選びください

モッツァレラメンチ　　　1 個 ４８０

フライドポテト ４５０

一品料理A la carte
２８０
５４０

モッツァレライスボール １個
２個

Drink

※数量限定

※数量限定

T R Y ME


