
日本人のお客様用
パンケーキハウス Meerzicht、メールジヒトへようこそ。
パンケーキメニュー　（  11      時から）

シロップ Stroop

粉砂糖がけ Poedersuiker

ジャム Jam

ジャム（糖尿病の方用） Diabeten Jam

ベーコンとシロップ Spek met Stroop

リンゴ、砂糖とシナモン　　 Appel met poedersuiker en kaneel 日本人に大人気！
リンゴ、ジャム（糖尿病の方用）とシナモン Appel met diabeten jam en kaneel

チョコレート Nutella

はちみつ Honing

レモンと粉砂糖 Citroen met poedersuiker

お子様用パンケーキ（おもちゃとお菓子付き） Kinderfeest met poedersuiker, snoepjes en een verrassing 

テェーマパンケーキ、お子様用 Themapannenkoek(voor kids, prijs afhankelijk van thema)

チーズとシロップ Kaas met stroop

生姜と砂糖 Gember met basterdsuiker

バナナと粉砂糖 Banaan met poedersuiker

パイナップルと粉砂糖 Ananas met poedersuiker

アプリコットと粉砂糖 Abrikozen met poedersuiker

ピーチと粉砂糖 Perzik met poedersuiker

メールジヒト (ラム酒漬けレーズン)、粉砂糖が MEERZICHT (rozijnen in rum) met poedersuiker en kaneel

チョコレートと粉砂糖 Chocolade (Callebaut) met poedersuiker

ベーコン、チーズとシロップ Spek-kaas met stoop

リンゴ、チーズとシロップ Appel-kaas met stroop

ハム、チーズとハーブ Ham-kaas met mediterrane kruiden

リンゴ、レーズン、ナッツ、粉砂糖とシナモン Appel met noten-rozijnenmix, poedersuiker en kaneel

リンゴ、バナナ、粉砂糖とシナモン Appel-banaan met poedersuiker en kaneel 日本人に大人気！
生姜、リンゴと粉砂糖 Gember-appel met poedersuiker

ベーコン、生姜とシロップ Spek-gember met stroop

ベーコン、パイナップルとシロップ Spek-ananas met stroop

ホットチェリーと粉砂糖 Warme kersen met poedersuiker

パイナップル、チーズとシロップ Ananas-kaas met stroop

生姜、チーズとシロップ Gember-kaas met stroop

パイナップル、粉砂糖と生クリーム Ananas met poedersuiker en slagroom

バナナ、チョコレートと粉砂糖 Banaan-chocolade met poedersuiker 日本人に大人気！
オレンジ、粉砂糖、生クリームとローストアーモンド Sinaasappel met poedersuiker, slagroom en geroosterde amandelen 

子牛のラグー Kalfsvlees ragout

ハム、トマトソース、チーズとハーブ Ham-tomatensaus-kaas met mediterrane kruiden 日本人に大人気！
チーズ、トマトソース、きのことハーブ Kaas-tomatensaus-champignons met mediterrane kruiden

ベーコン、チーズ、トマトソースとハーブ Spek-kaas-tomatensaus met mediterrane kruiden    日本人に大人気！
サラミ、チーズとハーブ Salami-kaas met mediterrane kruiden

パイナップル、生クリーム、ローストアーモンドと粉砂糖 Ananas-slagroom-geroosterde amandelen met poedersuiker 

バナナ、生クリーム、ローストアーモンドと粉砂糖 Banaan-slagroom-geroosterde amandelen met poedersuiker

野菜たっぷり、チーズ、揚げた玉ねぎとハーブ Gezond met groenten, kaas, gebakken uitjes, kruiden 日本人に大人気！
ベーコン、生姜、チーズとシロップ Spek-gember-kaas met stroop

ベーコン、パイナップル、チーズとシロップ Spek-ananas-kaas met stroop

ハム、パイナップル、チーズとハーブ Ham-ananas-kaas met mediterrane kruiden

ホットチェリーとチョコレートと粉砂糖 Warme kersen-chocolade met poedersuiker

豚肉パンケーキ、ニンニクソース付き Shoarma pannenkoek met bakje knoflooksaus 日本人に大人気！
ホットチェリー、生クリームと粉砂糖 Warme kersen met slagroom en poedersuiker

サラミ、トマトソース、チーズとハーブ Salami-tomatensaus-kaas met mediterrane kruiden

コアントローと果物 Cointreau de luxe met diverse vruchten en een flesje Cointreau

豚肉パンケーキ、チーズとニンニクソース付き Shoarma pannenkoek met kaas en bakje knoflooksaus 日本人に大人気！
トッピング                                                                                                                        Diverse toevoegingen

バターカップ Cupje roomboter

ハーブ Mediterrane kruiden

揚げた玉ねぎ Krokant gebakken uitjes 

ニンニクソース Bakje knoflooksaus

ローストアーモンド Geroosterde amandelen

チョコレート Nutella 3 cupjes

はちみつ Honing 3 cupjes 

レモン Verse citroen 

トマトソース Tomatensaus

お菓子とサプライズプレゼント   Bakje snoepjes en een verrassing

チーズ Kaas

生姜 Gember

パイナップル Ananas

アプリコット Abrikoos

ピーチ Perzik

ナッツとレーズン Noten-rozijnenmix

チョコレート Chocolade (Callebaut)

生クリーム 3 toeven echte slagroom

ホットチェリー Warme kersen

コアントロー Flesje Cointreau 5cl

デルフト焼き小木靴 Delftsblauw klompje


