Mixed Nuts
Kaki Peas
Rice Cracker Balls
★Edamame
Boiled Peanuts

ミックスナッツ
横濱ビア柿
塩だれおかき
枝付き枝豆
塩茹で落花生

Mixed Appetizer （Olives, Salami, Bruschetta)
アペタイザー盛り合わせ (イタリアンサラミ、オリーヴ、
フレッシュトマトとバジルのブルスケッタ)

All
¥300

１人前 – 1 p
２人前 – 2 p
３人前 – 3 p

¥700
¥1200
¥1600

Assorted Olives
オリーブ盛り合わせ

¥550

AQ Gyoza from Utsunomiya (6 pieces)
AQ 特製餃子 from 宇都宮(6 ケ)

¥450

Coriander
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

¥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

¥700

Sausage Assortment with sauerkraut
ソーセージ 2 種盛り合わせ（チョリソー＆ハーブ）

¥600

Waffle-Cut Fried Potatoes
ワッフルフライドポテト

¥500
Coriander

★Chili Fries - add Jalapeño + ¥ 100
チリフライズ -ハラペーニョトッピング + ¥100
Onion Ring Tower
オニオンリングタワー
Popcorn Shrimp
ポップコーンシュリンプ

¥850

¥700

¥700

★Buffalo Chicken Drumsticks
バッファロー チキンウイング

spicy or mild

スパイシーor マイルド
(3 pieces/3 ケ)
(4 pieces/4 ケ)
(6 pieces/6 ケ)
(10 pieces/10 ケ)

¥700
¥900
¥1250
¥1900

with choice of dipping sauce: Blue Cheese or Ranch
ドレッシングをお選びください(ブルーチーズソース、ランチドレッシング)

Veggie Sticks with Ranch or Blue Cheese dip
野菜スティック～w/ ランチ

OR ブルーチーズ

Greek Salad with Tzatziki dressing
ギリシャ風サラダ

ツァツィキドレッシング

Devil’s Caesar Salad

¥1100

¥1000

デビルズシーザーサラダ
★add

¥600

herb-roasted chicken

ローストチキン追加

★Spinach Salad w/ Roast Chicken & Honey Mustard dressing
ホウレン草とローストチキンのサラダ w/ハニーマスタードドレッシング

+¥200

¥1100

large ¥850

House Potato Salad
デビルズオリジナルポテトサラダ

1 名様につき１ドリンクオーダーをいただいております。
メニューは消費税８％込みの価格です。
※ Minimum 1 beverage order per guest
All prices include 8% consumption tax

small ¥500

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!
自家製生地に特製トマトソースと３種のチーズ「プロボローネ、モッツァレラ、パルメザンチーズ」
をたっぷり使用した〝
″シカゴスタイルです
S (small) - 4 slices, feeds 1-2
S サイズ⇒4 等分、約 1～2 人前

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

Topping

The Big Cheese

extra cheese (mozzarella, parmesan)

(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)

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)

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)

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)

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,

The Meatzza
(ミッツァ)

エキストラミート(ミラノサラミ, ペパロニ, 自家製ソ
ーセージ, イタリアンソーセージ)
エキストラチーズ（モッツァレラ＆パルメザン）

(追加トッピング)
※

large ¥2,600
small ¥1,300
large ¥2,900
small ¥1,450
large ¥2,800
small ¥1,400

large ¥3,500
small ¥1,750

オリーヴ(スタッフド＆ブラック)
extra meat (pepperoni, Milano salami,
Devil's house sausage and Italian sausage),
extra cheese (mozzarella, parmesan)

Extras Add to any pizza:

large ¥2,500
small ¥1,250

Cheese (チーズ)
Meat (お肉)
Veggies (野菜)
Jalapeño (ハラペーニョ)

large ¥3,900
small ¥1,950

S
S
S
S

+¥250
+¥250
+¥200
+¥200

L
L
L
L

+¥500
+¥500
+¥400
+¥400

Minimum 1 beverage order per guest / １名様につき１ドリンクオーダーをいただいております。

※Please allow up to 1 hour cooking time during busy periods
混雑状況により最大で約１時間程度お時間かかる場合がございます。
All prices include 8% consumption tax. (価格は全て税込)

Our traditional deep-dish pizza, pan baked using our homemade dough,
topped with tasty combinations of fresh ingredients and unique flavorful sauces
デビルクラフトオリジナルの「クラッシックパンピザ」です。
トマトソースは使用しておりません（スーパーペパロニ以外)
S (small) - 4 slices, feeds 1-2
S サイズ⇒4 等分、約 1～2 人前

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

Topping

★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)

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)

*Add herb-grilled chicken ローストチキン追加

The Greek

pesto sauce, fresh tomato, feta cheese, parmesan
cheese, roasted chicken, kalamata olive, red onion,
chicken, tzatziki sauce

(グリーク)

バジルソース, ローストチキン, フレッシュトマト, フェタチー
ズ, パルメザン,カラマタオリーヴ, 紫玉ねぎ, ツァツィキソース

BBQ Chicken

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

(バーベキューチキン)

BBQ ソース, モッツァレラ, パルメザン, ローストチキン,

Super Pepperoni

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

(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, Diced Tomato, 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)

スパイシーソース、ローストチキン、紫玉ねぎ、ピーマン、フレ
ッシュトマト、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

Extras Add to any pizza:
(追加トッピング)
※

large ¥2,700
small ¥1,350
S +¥150 L +¥300

large ¥2,500
small ¥1,250

large ¥2,500
small ¥1,250

フレッシュトマト, 紫玉ねぎ, ピーマン

Cheese (チーズ)
Meat (お肉)
Veggies (野菜)
Jalapeño (ハラペーニョ)

large ¥2,300
small ¥1,150

large ¥2,600
small ¥1,300

S
S
S
S

+¥250
+¥250
+¥200
+¥200

L
L
L
L

+¥500
+¥500
+¥400
+¥400

Minimum 1 beverage order per guest / １名様につき１ドリンクオーダーをいただいております。

※Please allow up to 1 hour cooking time during busy periods
混雑状況により最大で約１時間程度お時間かかる場合がございます。
All prices include 8% consumption tax. (価格は全て税込)

Monthly Pizza -SepThree Cheese & Housemade
Bacon Spicy Pizza 🍕

L/¥3200 S/¥1600
9 月のピザは、3 種のチーズと自家製ベーコンをメインに使用した
アメリカンなピザ🍕スパイシーなトマトソースとペパロニ、自家製の
ベーコンがとても良い相性！！そこに 3 種のチーズが加わること
で、まさに The シカゴピザでアメリカンな味わい☺
具材 ： 自家製ベーコン、ペパロニ、モッツァレラチーズ、パルメザンチーズ、
チェダーチーズ、レッドオニオン、スパイシートマトソース、自家製マリナーラソース

