We craft all our Chicago-style Pizzas with flavorful homemade dough and a rich base of
mozzarella, parmesan, and provolone cheeses topped with DevilCraft’s original house marinara
sauce. Made in the classic Chicago style, with the cheese on the bottom and the sauce on top!
(すべてのシカゴピザに、ベースとしてモッツアレラ、パルメザン、
プロボローネの３種類のチーズと、自家製トマトソースが含まれています)
プロボローネの３種類のチーズと、自家製トマトソースが含まれています)

S (small) - 4 slices, feeds 1-2 L (large) - 8 slices, feeds 2-4
S サイズ⇒
～2 人前 L サイズ⇒
～4 人前
サイズ⇒4 等分、約 1～
サイズ⇒8 等分、約 2～

The Big Cheese

Extra cheese (mozzarella, parmesan)

(ビッグ・チーズ)
ビッグ・チーズ)

エキストラチーズ (モッツァレラ,パルメザン)

The Devil Daddy

Devil's house sausage and mushrooms

(デビル・ダディ)
デビル・ダディ)

自家製ソーセージ, マッシュルーム

The Abe Froman

pepperoni, salami and Devil's house sausage

(エイブ・フロマン)
エイブ・フロマン)

ぺパロニ, サラミ, 自家製ソーセージ

The Veggie Works

mushroom, red onion, green pepper, spinach,
fresh tomato, black olive & stuffed green olive

(ベジ・ワークス)
ベジ・ワークス)

マッシュルーム, 紫玉ねぎ, ピーマン, ホウレンソウ,
フレッシュトマト, オリーヴ(スタッフド＆ブラック)

★The Devil Works

pepperoni, salami, Devil's house sausage, mushroom,
red onion, green pepper, spinach, fresh tomato,
black olive, stuffed green olive

(デビル・ワークス)
デビル・ワークス)

ぺパロニ, サラミ, 自家製ソーセージ, マッシュルーム,
紫玉ねぎ, ピーマン, ホウレンソウ, フレッシュトマト,

Small ¥1,250
Large ¥2,500
Small ¥1,300
Large ¥2,600
Small ¥1,450
Large ¥2,900
Small ¥1,400
Large ¥2,800

Small ¥1,750
Large ¥3,500

オリーヴ(スタッフド＆ブラック)

The Meatzza

extra meat (pepperoni, Milano and Napoli salami,
Devil's house sausage and Italian sausage),
extra cheese (mozzarella, parmesan)

(ミッツァ)
ミッツァ)

エキストラミート(ミラノサラミ, ナポリサラミ, ペパ
ロニ, 自家製ソーセージ, イタリアンソーセージ)

Small ¥1,950
Large ¥3,900

ΨAdd to any pizza :

Extras
(追加トッピング)
追加トッピング)
※

Cheese (チーズ)
Meat (お肉 )
Veggies (野菜)

Minimum 1 beverage order per guest

S +¥250
S +¥250
S +¥200

L +¥500
L +¥500
L +¥400

All prices include 8% consumption tax

※Please allow up to 1 hour cooking time during busy periods
混雑状況により最大で約１
１時間程度お時間かかる場合がございます。
時間

Our traditional deep-dish pizza, pan baked using our homemade dough,
topped with tasty combinations of fresh ingredients and unique flavorful sauces
(こちらは自家製の生地を使用したより伝統的なディープディッシュピザです。トマトソースは使用して
おりません（
おりません（スーパーペパロニ以外
ニ以外)
以外)。フレッシュな具材とオリジナルのソースが上に乗っています。)
。フレッシュな具材とオリジナルのソースが上に乗っています。)

S (small) - 4 slices, feeds 1-2 L (large) - 8 slices, feeds 2-4
S サイズ⇒
～2 人前 L サイズ⇒
～4 人前
サイズ⇒4 等分、約 1～
サイズ⇒8 等分、約 2～

Eden

Mozzarella, parmesan, and provolone cheese topped
with mushroom, red onion, green pepper, spinach, black
olive, stuffed green olive, fresh tomato & feta cheese

(エデン)
エデン)

チーズ（ モッツァレラ、パルメザン、プロボローネ、フェタ） ,
フレッシュトマト, マッシュルーム, 紫玉ねぎ, ピーマン,
ホウレンソウ, オリーヴ(スタッフド＆ブラック)

Ψ Recommended

*Add herb-grilled chicken

ローストチキン追加

BBQ Chicken

BBQ sauce, mozzarella & parmesan cheese, roasted
chicken, fresh tomato, red onion, green pepper

(バーベキューチキン)
バーベキューチキン)

BBQ ソース, モッツァレラ, パルメザン, チキン,
フレッシュトマト, 紫玉ねぎ, ピーマン

Super Pepperoni

Mozzarella & parmesan cheese, tomato sauce,
and lots of pepperoni

(スーパーペパロニ)
スーパーペパロニ)

モッツァレラ, パルメザン, トマトソース, エキストラぺパロニ

Buffalo Chicken

Spicy buffalo sauce, pepper jack cheese, roasted
chicken, red onion, green pepper, blue cheese sauce,
crushed red pepper – hot stuff!

(バッファローチキン)
バッファローチキン)

スパイシーソース、ローストチキン、紫玉ねぎ、ピーマン、
ペッパージャックチーズ、ブルーチーズソース、トウガラシ

Ψ

Blue Velvet

(ブルー ベルベット)
ベルベット)

S +¥150 L +¥300

Small ¥1,250
Large ¥2,500

Small ¥1,150
Large ¥2,300

Small ¥1,300
Large ¥2,600

Mozzarella & parmesan cheese, Double Sausages,
Italian salami, Spinach, Extra Mushroom, Fresh
Tomatoes, Special Blue Cheese Sauce
モッツァレラ、パルメザン、ダブルソーセージ、ほうれん草、
モッツァレラ、パルメザン、ダブルソーセージ、ほうれん草、
イタリアン サラミ、エクストラ
サラミ、エクストラ マッシュルーム ＆フレッシュ
トマト、スペシャル
トマト、スペシャル ブルーチーズソース

Moro’s Rodoriguez
モロ’
モロ’ｓ ロドリゲス

Small \1,800 Large \3,600
＋ハラペーニョ Add Jalapeno

Small ¥1,350
Large ¥2,700

S= + \ 100100-, L= + \ 200200-

Mozzarella & Parmesan Cheese, Green Pepper, Black Olive
Homemade Chorizo, House Marinara Sauce, Green Karl,
Fresh Tomato, Sour Cream, Taco Seasoning &..Jalapenõ!!!
モッツァレラ & パルメザンチーズ,
パルメザンチーズ, ピーマン,
ピーマン, ブラック オリーブ,
オリーブ, 自家製チョリソー
自家製チョリソー,
チョリソー,
トマトソース,
, グリーンカール,
トマトソース
グリーンカール, フレッシュトマト,
フレッシュトマト, サワークリーム,
サワークリーム, タコス シーズニング

Small ¥1,700
Large ¥3,400

Mixed Nuts
ミックスナッツ
Kaki Peas
spicy!!!
横濱ビア柿
Rice Cracker Balls
塩だれおかき
★Edamame
枝付き枝豆
Boiled Peanuts
塩茹で落花生

All
¥300

★ Assorted Olives
¥550

4 種のオリーヴ 盛り合わせ
・Fresh Mexican Salsa with Tortilla Chips
手作りメキシカンサルサのディップ w/トルティーヤチップス
トルティーヤチップス

¥600

★Spinach & Artichoke Dip with Tortilla Chips
ほうれん草とアーティチョークのディップ w/トルティーヤチップス
トルティーヤチップス

¥700

・Hell’s House Beef Chili with Tortilla Chips
ビーフ チリビーンズ
トルティーヤチップス
チリビーンズのディップ
ビーンズのディップ w/トルティーヤチップス

¥750

★Waffle-Cut Fried Potatoes
ワッフル フライドポテト

¥500

・Onion Ring Basket
オニオンリング バスケット

¥700

ΨBuffalo Chicken WingsΨ
Ψ

3 pieces
バッファロー チキンウイング
( 4 pieces
（ソースをお選びください）↓↓↓ ( 6 pieces
↓↓↓ Choose Sauce（
“STONE brewing.Co Beer-Base Sauce”
( 10pieces
Hot!!!

Spicy

(

/3 ケ)

¥ 700

/4 ケ)

¥ 900

/6 ケ)

¥ 1250

/10 ケ)

¥ 1900

→ Oaked Arrogant Bastard Ale w/Chipotle Sauce

スパイシーソース

オークドアロガントバスタードエール w/チポトレ
チポトレ

Mild
→ Levitation Ale Sauce (mild BBQ sauce)
レヴィテーションエール（バーベキューソース）
マイルドソース
↓↓↓Choice
of dipping sauce（ディップをお選びください）
（ディップをお選びください）↓↓↓
↓↓↓
（ディップをお選びください）↓↓↓
Blue Cheese (ブルーチーズ
ブルーチーズ)
ブルーチーズ
OR
Ranch (ランチドレッシング
ランチドレッシング)
ランチドレッシング
※ Minimum 1 beverage order per guest

All prices include 8% consumption tax

・Veggie Sticks with Ranch dressing dip

¥600

野菜スティック～w/
野菜スティック～w/ ランチドレッシング～
Small
Large

ΨHouse Potato Salad
デビルズ オリジナル ポテトサラダ

★Devil’s Garden Salad

¥500
¥850

with

デビルズ ガーデンサラダ
ガーデンサラダ
Choose Dressing:
Caesar
シーザードレッシング
ドレッシングお選び下さい。
ハニーマスタード
ドレッシングお選び下さい。 ★Honey Mustard
Ranch
ランチドレッシング
Blue Cheese ブルーチーズドレッシング

¥950

Ψ Recommended

Add

Herb-Roasted Chicken

+¥200

ローストチキン追加

Ψ Seasonal Devil’s Temptation Pie Ψ
季節限定 パイ
See the back page!!!

¥600
裏面みてね♪
裏面みてね♪

・Angel Bake Apple Pie
エンジェルベイク アップルパイ

¥600

◆ With Vanilla Ice Cream
◆ バニラアイスクリーム
バニラアイスクリーム トッピング

+¥200

・Devil’s Decadent Cheesecake
(chocolate cookie crumbles with framboise sauce)

¥600

デビルズデカダンチーズケーキ
（クラッシュオレオとフランボワーズソースを添えて）
クラッシュオレオとフランボワーズソースを添えて
※ Minimum 1 beverage order per guest

All prices include 8% consumption tax

