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Beverages
お飲み物、ワッフル

Hot Item
!

     HERB  TEA(Hot or Iced)
             *Chamomile

     AMERICAN COFFEE    -Cuban coffee straight roast

     European COFFEE          -Light Espresso

     ESPRESSO   -Finest Italian Coffee-Demitasse

       ESPRESSO(2 Shots)    -Finest Italian Coffee 

      ICED ESPRESSO

     CAPPUCCINO   -Espresso with steamed milk and cinnamon

     DOUBLE LATTE   -Double Espresso with steamed milk　　　　

     LATTE    -Espresso with steamed milk 

     ICED CAFE LATTE

     BALI COFFEE

　 TEA　-With a slice of lemon or milk

     Iced TEA  -With a slice of lemon or milk

     TUNG TING OOLONG TEA(Taiwan)

     ICED TUNG TING OOLONG TEA (Taiwan)        

  
      Hot CHOCOLATE   -Made with finest imported cocoa and steamed milk

      Iced CHOCOLATE in a tall glass

     STEAMED MILK

     ICED MILK

     COCA COLA

     ROOT BEER            

     CANADA DRY GINGER ALE

    
　 JUICE(Red-Apple, Green-Apple, Apricot, Tomato, or Grape-fruits)              

     LEMON SQUASH

     SODA WATER WITH ICE CREAM 
            (Red-Apple, Green-Apple, or Apricot)            

     SODA WATER (Red-Apple, Green-Apple, or Apricot)      

CAFFE CON GELATO   -Italian type ice cream with ESPRESSO

with ice cream

 Ice cream -Vanilla

- Blueberry jam

- Mango jam

-Apple

-Chocolate syrup

-Maple syrup

-Caramel sauce

WAFFLE

*With extra Vannila ice cream 

WHISKY
  -whisky and water, on the rocks, or shot glass

  -Fuji-sanroku

  -JACK DANIEL'S

 -CHIVAS REGAL 12YEARS OLD

  

KIRIN HEART-LAND BEER(JAPAN)

- BUZZ HOUSE Restaurant Policies:    
   - Minimum order for Food and Beverage: one order per person (excluding infants). 
   - There is a 450 yen charge for patrons who do not order any Food or Beverage.
   - An additional Food or Beverage order may be required for patrons who spend many hours in our establishment.
   - Business solicitations, unauthorized parties, gambling (card games, etc.) are strictly prohibited.
   - Sales tax is included in our menu prices

WINE (RED or WHITE)

ALCOHOL-FREE  BEER-TASTE BEVERAGE

    ハーブ・ティ（ホットまたはアイス）                                             
   ＊カモミール      そのほかの種類についてはスタッフのおたずね下さい。 

 

 

アメリカン・タイプ・コーヒー（キューバ・ストレート）    

ハウスブレンド・コーヒー（ヨーロピアン・タイプ）             

エスプレッソ・コーヒー（シングル）（ケニア豆をブレンドした当店オリジナルです。）        　　　　　　　　  

エスプレッソ・コーヒー（ダブル）                                       

アイス・コーヒー（エスプレッソをアイスにしました。）　　　　　　　　　　　　　　　  　　　
                                             

カプチｰノ （泡立てたミルクとシナモンの香りが楽しいコーヒーです。）                                      　　　　　　　　   

ダブル・カフェ・ラテ（エスプレッソが倍入った、濃いラテです。）      　　　　　　　　　　     　　   　　　　

カフェ・ラテ（エスプレッソにスチームで暖めたミルクを加えたコーヒーです。）     　　　　　　　　  　 

アイス・カフェ・ラテ（冷たいラテです。）　                                                       

バリ島風コーヒー（コーヒー粉が、そのまま入っていて､上澄みを飲みます。）           　　　　　　　　　　　　              

紅茶 (レモンまたはミルク）           　　                        

アイス・ティ（レモンまたはミルク）　　　　　　　　　　　 

凍頂烏龍茶（台湾）　　　　　　　　　　　　　　　　                   

 
冷たい凍頂烏龍茶（台湾）　　　　　　　　　　                    

  
ココア（特濃高原牛乳使用 ）                                                       

 ホット・ミルク(特濃高原牛乳使用 ）                                                

    
アイス・ミルク(特濃高原牛乳使用 ）                              

コカ・コーラ　　　　　　　　　                                       

ルート・ビァー                                                  

カナダドライ・ジンジャーエール                                                        

ジュース                                                                             
（赤りんご、青りんご、あんず、トマト、グレープフルーツ）
             

レモン・スカッシュ                                                       
       

クリーム・ソーダ（赤りんご、青りんご、あんず ）       
            

ソーダ水（赤りんご、青りんご、あんず）　　                           
      

アイスクリーム（バニラ） 
  そのほかの種類についてはスタッフのおたずね下さい。                                         

 

 

 アイス・ココア（特濃高原牛乳使用）

カフェ・コン・ジェラード
（＊エスプレッソが香る冷たいデザート）

＋フロート（お飲み物にアイスクリーム・プラス）

ワッフル
ブルーベリー・ジャム

マンゴ・ジャム

リンゴ

チョコレートソース

メープルシロップ

キャラメルソース

＊特製バニラアイス・添え
＊＊上記トッピングにバニラアイスを添える事が出来ます。

おす
すめ
！

富士山麓

ジャック・ダニエル

シーバス・リーガル

ウイスキー(1oz)

ハーフボトル・ワイン（赤、白）

キリンハートランドビール

＊＊    バズハウスよりお願い   ＊＊＊
当店では、お一人様一品以上のご注文をお願いしております。
（乳飲み子は対象外ですが、自力で歩行出来るお子さまは対象となります。）
なお、一品もご注文をいただけない場合には、御席料（施設利用料）として御一人様４５０円（税込み）を頂戴しております。
また、長時間のお客様には、追加オーダーをお願いいたしますのでご了承の程よろしくお願い申し上げます。
店内での営業行為、御仕事の持ち込み、許可なき会合、トランプ等のゲームは、固くお断りいたします。
なお、当店では、消費税は内税となっております。
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