
MENU
KAMAKURA CAMPERｓ





自家製無農薬
レモネード 640yen
飲み方
ソーダ・お湯
ウィスキー(別途200円)

店長のおススメ！



CAFÉ＆ SOF TDRINK
レギュラーコーヒー H/C ¥360

ダークローストコーヒー H/C ¥360

アールグレイティー H/C ¥400

カフェラテ H/C  ¥400

ハニーホットミルク H ¥360

アップルティー H/C  ¥400

ピーチティー H/C  ¥400

100％オレンジジュース ¥290

カプチーノ H/C ¥400

キャラメルマキアート H/C ¥460 

カフェモカ H/C ¥460 

ソイラテ H/C ¥420

無農薬レモネード H/ソーダ ¥640

ペプシコーラ ¥290

ジンジャーエール ¥290

グレープフルーツジュース ¥290

アイスフルーツティー ¥640

ハワイアンアサイースムージー ¥740

ロイヤル苺スムージー ¥740

スペシャルバナナスムージー ¥640



Lunch menu
Hotsand A
アボカド/むしどり/チーズ

Hotsand B
トマト/ハム/チーズ

Hotsand C
エビ/ブロッコリー/レタス

Hotsand D
スパム/エッグ/コールスロー

単品ALL ¥640
Drink set ALL ¥850

Hotdog ¥530 

Drink set        ¥740

Camp meshi   キャンプ飯
牛ハラミガーリック焼き飯

鎌倉たこ飯 ¥1,190
Drink set ¥1,400
鶏の照り焼DON  ¥ 880
Drink set ¥1,090

Lunchのお共
おススメの一品

骨から店仕込み&鎌倉野菜

鎌倉スープ ¥530
カラフル鎌倉野菜の

鎌倉ピクルス ¥420

☕レギュラーコーヒー
☕ダークローストコーヒー
☕アールグレイティー
☕カフェラテ ☕100％オレンジ
☕ハニーホットミルク
☕アップルティー☕ピーチティー

Drink set  menu



Lunch menu
Campersカレー 単品 ¥860

drink set    ¥1,070

Hotsandオムライス 単品 ¥970
drink set    ¥1,180

海老と季節野菜のトマトパスタ単品
単品 ¥1,190

drink set ¥1,400

炙りチキンと法蓮草のクリームパスタ
単品 ¥1190

drink set ¥1,400

おススメ！
ガーリックトースト ¥420



FOOD MENU

いつもたくさんの愛情を注いで

くれて心から感謝しています。

Salad & Appetizer
鎌倉サラダ ¥720.
むし鶏と大根の梅サラダ ¥650.
鎌倉ピクルス ¥420.
よだれ鶏のセルフソテー ¥650.
ポテトフライ ¥400.
ポテトフライ～ガーリック ¥460.

よだれ鶏

鎌倉サラダ



Meat ＆ A la carte
グリル鉄板ソーセージ ¥970.

牛ハラミのキャンプファイア ¥1,390.
厳選した牛サーロインを豪快に！

CAMPステーキ無骨焼き ¥2,300.

鎌倉アヒージョ ¥1,150.

カラフルチーズフォンデュ ¥980.

チーズの塊ベーコングリル ハーフ ¥1,200.

チーズの塊ベーコングリル 全部 ¥1,580.

鎌倉スープ ¥530.

ライス ￥200.

ライス大 ￥250.

¥460 ソーセージチーズの塊ベーコングリルCAMPステーキ



FOOD MENU

BBQ串 ＆ GRILL
チキンベジ ¥530.

牛ベジ ¥750.

チキンストレート ¥750.

牛ストレート ¥960.

ベジストレート ¥530.

しそつくねCAMP焼き ¥530.

¥460



CAMP MESHI
牛ガーリック飯 ¥1,190.

鎌倉たこ飯 ¥1,190.    (大盛り ＋¥200)

とりの照り焼きDON ¥880.

ソーセージ

Dessert  デザート

＋210円でドリンクセットにできます

ティラミス

フルーツサンド 各¥400.
いちご キウイ パイン バナナ

スフレパンケーキ ¥1,680.
ホットサンド～バナナ ¥640.
炙りマシュマロ ¥420.
自家製ティラミス ¥520.



ミオネット プロセッコ DOC
トレヴィーゾ ブリュット

HIGHBALL

ハイボール

ジムビーム
角ハイボール 各460yen

メガジムビームハイボール 820yen(100円お得！)
はなやかに香る。いいことあったら、クラフトウイスキー。

メーカーズクラフトハイボール 700yen

知多ハイボール 700yen

JAPANISE GIN
SUI

翠(すい) ジンソーダ

530yen

LEMON SOUR

神泡の
ザ・プレミアム・モルツ
〈香る〉エール

530yen

ボトル 5,700yen 530円

ロリマーシャルドネ
ピノノワールNV
グラス 570yen
ボトル 3,800yen



果実酒

◆紀州産 南高梅酒

◆津軽産 りんご酒

◆山梨産 巨峰酒

各530yen

SOFTDRINK

COCKTAIL

WINE
フレッシュ&フルーティー！

カルロ ロッシ（赤・白）
グラス ALL460yen

ダークホース
・ビッグ レッド ブレンド（赤）

・シャルドネ（白） 3,800yen

3,800yen
3,200yen




