
●Brunch

●Course Lunch

●Lunch

●Café

●Dinner

ブランチ   ９：００～１１：００

コースランチ １１：００～１４：００

ランチ １１：００～１６：００

カフェ １４：００～１６：００

ディナー １８：００～２２：００（Ｌ.Ｏ ２１：００）

Since 2022

Bell Tree
����

【カフェ・ベルツリー】



小さな幸せの盛り合わせ

小見川の虹鱒（にじます）や羽入わさびなど

清流の里として知られるここ大富地区の

四季折々の豊かな食材を活かした料理

地産地消をモットーに

居心地の良いカジュアルな空間と

真心を込めたおもてなしにて

みなさまに

小さな幸せの盛り合わせをお届けできますよう

日々精進して参ります。

今後ともご愛顧を賜りますよう

よろしくお願い申しあげます。

Piccolo Felice Misto

店主



●オムレツプレート
　（サラダ／ヨーグルト／トースト／ベーコン／ドリンク 付）

●ベーコンエッグプレート
　（サラダ／ヨーグルト／トースト／ドリンク 付）

●スクランブルエッグプレート
　（サラダ／ヨーグルト／トースト／ベーコン／ドリンク 付）

●フレンチトーストプレート
　（サラダ／ヨーグルト／ベーコン／ドリンク 付）

●コーヒー（HOT／COLD）

●紅茶（HOT／COLD）（レモン／ミルク）

●ミルク（HOT／COLD）

●ジュース（オレンジ／パイン／アップル／マンゴー）

ブランチドリンク　※下記よりお選びください

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9００円

Brunch

Brunch Drink

ブランチ
９：００～１１：００

（税込８8０円）

（税込８8０円）

（税込８8０円）

（税込99０円）



●ベルランチ
　（前菜盛り合わせ／スープ／パスタ／サラダ／パン／デザート／ドリンク 付）
　※お好きなパスタをお選びください
　●ボロネーゼ（ひき肉のトマトソース）
　●アラビアータ（辛いトマトソース）
　●メランザーネ（茄子トマトソース）
　●アマトリチャーナ（ベーコントマトソース）
　●ペペロンチーニ（ガーリックオイル）
　●カルボナーラ（ベーコンクリーム）
　●キノコ醤油（色 き々のこの和風）

●コーヒー（HOT／COLD）
●紅茶（HOT／COLD）（レモン／ミルク）
●ミルク（HOT／COLD）
●ジュース（オレンジ／パイン／アップル／マンゴー）
●カフェラテ（HOT／COLD）

ランチドリンク　※下記よりお選びください

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,5００円

●ツリーランチ
　（前菜盛り合わせ／スープ／メイン料理／サラダ／パン／デザート／ドリンク 付）
　※お好きなメイン料理をお選びください
　●牛頬肉の赤ワイン煮込み
　●チーズハンバーグデミグラスソース
　●チキンのトマト煮込み

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,8００円

Course Lunch

Lunch Drink

コースランチ
11：００～１4：００

（税込1,65０円）

（税込1,98０円）



●サラダ ＋２００円（税込22０円）　　●スープ ＋２００円（税込22０円）
●デザート ＋３００円（税込33０円）　●ランチドリンク ＋３００円（税込33０円）

アラカルトランチオプション　※お好きなオプションを追加できます

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8００円

A La Cart Lunch Option

●パスタ
　（大盛り1.5倍・・・＋２００円・大盛り2.0倍・・・＋４００円）　
　●ボロネーゼ（ひき肉のトマトソース）
　●アラビアータ（辛いトマトソース）
　●メランザーネ（茄子トマトソース）
　●アマトリチャーナ（ベーコントマトソース）
　●ペペロンチーニ（ガーリックオイル）
　●カルボナーラ（ベーコンクリーム）
　●キノコ醤油（色 き々のこの和風）

●彩り野菜のスープカレー
　（チキン or 天使の海老）

●ピリ辛キーマカレー

●セゾングラパン
　（パンのケースに季節のグラタンを詰めて）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １,０００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８５０円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９００円

A La Cart Lunch
アラカルトランチ
11：００～22：００（Ｌ.Ｏ ２１：００）

※アラカルトランチはディナータイムまで注文できます

（税込935円）

（税込99０円）

（税込８8０円）

（税込1,65０円）



●デザートプレート
　（本日のスイーツ盛り合わせ）

●サンデー
　（自家製アイスと季節のフルーツのパフェ）

●和のプチパフェ
　（わらび餅と小豆あんを自家製アイスと一緒に）

●コーヒーゼリー
　（ほろ苦コーヒーゼリー、ムース、クリームの３層仕立て）

●自家製アイスクリーム各種
　（バニラ／抹茶／ほうじ茶／コーヒー）

●アッフォガード
　（イタリアの定番、バニラアイスにエスプレッソを添えて）

●自家製ケーキ各種
　（ショーケースからお選びください）

●豆乳杏仁豆腐風
　（豆乳ベースのクリーミーな杏仁豆腐に黒蜜を添えて）

●スイートフレンチトースト
　（自家製アイス、季節のフルーツ、生クリーム）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１,０００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １,０００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・表示価格

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１,０００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1名様 ２,０００円

（ソフトドリンクメニューからお好きなお飲み物をお選びください）
ドリンクセット　＋３００円

Cafe

Drink Set

カフェ
１4：００～１６：００

アフタヌーンティーセット
ドリンク２品付　※２名様より承ります前日までにご予約ください

Afternoon Set
カフェタイム限定で本格派アフタヌーンティーをお楽しみいただけます

（税込1,10０円）

（税込1,10０円）

（税込1,10０円）

（税込2,20０円）

（税込66０円）

（税込55０円）

（税込55０円）

（税込33０円）

（税込33０円）

（税込66０円）



●コーヒー

●カフェラテ

●カフェモカ

●キャラメルラテ

●抹茶ラテ

●ウーロン茶
　（ティーポットサービス）

●ほうじ茶ラテ

●ウーロン茶とジャスミン茶のブレンドティー
　（ティーポットサービス）

●紅茶
　（レモン／ミルク）（ティーポットサービス）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４５０円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５００円

・・・・・・・・・・・・・・・・ ４５０円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５５０円

Soft Drink

Hot

ソフトドリンク
All Time

【ホット】

（税込44０円）

（税込55０円）

（税込55０円）

（税込55０円）

（税込55０円）

（税込495円）

（税込495円）

（税込605円）

（税込55０円）



●アイスコーヒー

●カフェラテ

●カフェモカ

●キャラメルラテ

●抹茶ラテ

●ほうじ茶ラテ

●１００％ジュース各種
　（オレンジ／パイン／アップル／マンゴー）

●フローズンドリンク各種 【夏季限定】
　（カフェ／抹茶／ほうじ茶）

●ウーロン茶

●ウーロン茶とジャスミン茶のブレンドティー 

●紅 茶 
　（レモン／ミルク）

●ノンアルコールビール

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４５０円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５５０円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５５０円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５５０円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５５０円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５５０円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４００円

・・・・・・・・・・・・・・・ ４００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６００円

【コールド／アイス】

Soft Drink

Cold

ソフトドリンク
All Time

（税込495円）

（税込605円）

（税込605円）

（税込605円）

（税込605円）

（税込550円）

（税込660円）

（税込440円）

（税込440円）

（税込550円）

（税込660円）

（税込605円）



●ジンジャーエール

●レモンソーダ

●メロンソーダ

●ホワイトソーダ

●バニラ　●抹茶　●ほうじ茶　●コーヒー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４５０円【炭酸】Soda

アイスドリンク各種＋２００円で自家製アイスクリームをトッピングいたします
下記からアイスをお選びください

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＋２００円【フロート】Float

Soft Drink
ソフトドリンク
All Time

（税込495円）

（税込220円）



●ベルコース
　●アミューズ ●前菜
　●スープ
　●魚料理
　●パン
　●デザート ●コーヒー

●ツリーコース
　●アミューズ ●前菜
　●スープ
　●肉料理
　●パン
　●〆の一品
　●デザート ●コーヒー

●フェリーチェコース
　●アミューズ ●前菜
　●スープ
　●魚料理
　●お口直し
　●肉料理
　●パン
　●〆の一品
　●デザート ●コーヒー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３,０００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５,０００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７,０００円

Course Dinner
コースディナー
１８：００～２２：００（Ｌ.Ｏ ２１：００）

※前日までにご予約ください

（税込3,300円）

（税込5,500円）

（税込7,700円）



●小見川虹鱒のカルパッチョ（羽入わさびソース）　

●小見川虹鱒のムニエル（羽入わさびソース）

●小見川虹鱒の自家製スモーク

●タコの彩りマリネ

●ニューカレドニア産 天使の海老のバター焼き（２尾）

・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６５０円

・・・・・・・・・ ９５０円

●生ハムと季節のフルーツまたは旬菜

●牛頬肉の赤ワイン煮込み

●チキンカチャトーラ

●グリルビーフ（羽入わさび添え）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １,２００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９５０円

Dinner A La Cart

Fish

Meat

ディナーアラカルト
１８：００～２２：００（Ｌ.Ｏ ２１：００）

【魚料理】

【肉料理】

（税込660円）

（税込770円）

（税込770円）

（税込660円）

（税込660円）

（税込715円）

（税込1,045円）

（税込1,045円）

（税込1,320円）



●カポナータとガーリックトースト

●サラダカプレーゼ（羽入わさびソース）

●季節野菜の自家製ピクルス

●本日のチーズ盛り合わせとカンパーニュ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５５０円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９００円

●おすすめA

●おすすめB

●おすすめC

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５５０円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７５０円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９５０円

Other【その他】

Recommendation【本日のおすすめ】

Dinner A La Cart
ディナーアラカルト
１８：００～２２：００（Ｌ.Ｏ ２１：００）

（税込770円）

（税込880円）

（税込990円）

（税込605円）

（税込605円）

（税込825円）

（税込1,045円）



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６００円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４００円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５００円

●モレッティビール（小瓶）
　（イタリアの老舗ビール。キレのいいライトボディで苦みが少なく女性にも人気）

●ハートランド

●ハイネケン

【ビール】Beer

●ウィスキー （水割り）

●ウィスキー （ロック）

●ハイボール

【ウィスキー】Whiskey

Alcohol
アルコール
All Time

（税込440円）

（税込440円）

（税込550円）

（税込660円）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６００円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６００円

●ノンアルコールビール

●ノンアルコールスパークリングワイン

●ノンアルコールカクテル

【ノンアルコール】Non Alcohol

（税込660円）

（税込660円）

（税込660円）

（税込660円）

（税込660円）



　①カリテラ・レセルヴァ・シャルドネ〈辛口〉

　②タクン・セレクション・ブレンド・ホワイト〈辛口〉

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２,５００円

　③カリテラ・レセルヴァ・カベルネ・ソーヴィニヨン

　

　④バロンフィリップ・ド・ロスチャイルド　カベルネソーヴィニョン

　⑤シレーニ・セラー・セレクション・ピノ・ノワール

　⑥カイケン・エステート・カベルネ・ソーヴィニヨン

●グラスワイン（赤／白） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４００円

【ワイン】Wine

Alcohol
アルコール
All Time

（税込2,750円）

（税込440円）

●ボトルワイン

【白ワイン】

【赤ワイン】

トロピカルフルーツやアプリコットのアロマが広がり爽やかな酸味とコク、
ミネラル感がバランス良く調和しています

ブラックベリーやプラムの香りとオーク樽のヴァニラのニュアンスが感じられ、
豊かな果実味となめらかなタンニンが調和した洗練された味わいのミディアムボディ

チリのトップワイナリー、モンテス社がアルゼンチンで手掛ける定番の人気シリーズ
まろやかで凝縮感のある味わいが魅力の赤ワイン

鮮やかで深みのある赤色
プラムのような果実味が心地よく広がる、まろやかな味わい

ニュージーランドワインブランド、シレーニが手掛ける人気の赤ワイン
豊かに広がる果実味が魅力の親しみやすい味わい

キリッとした酸味と清涼感、そしてジューシーな果実感のある、
いきいきとしたワインです



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6００円【カクテル】Cocktails

Alcohol
アルコール
All Time

（税込660円）

●オレンジブロッサム
　（ジンをオレンジジュースで割ったカクテル）
　
●カルーアミルク
　（コーヒーリキュールのカルーアを牛乳で割ったカクテル）

●キューバリバー
　（ラム酒をベースにコーラとライムジュースを合わせたカクテル）

●ジントニック
　（ドライ・ジンをトニックウォーターで割ったカクテル）

●ソルティドッグ
　（ウォッカをベースにグレープフルーツジュースを合わせたカクテル）

●モスコミュール
　（ウォッカにジンジャーエールとライムを合わせたカクテル）

●ブラッディ・メアリ
　（ウォッカをベースにトマトジュースとレモンジュースを加えたカクテル）

●モヒート
　（ラムをベースにライム、ミント、砂糖、ソーダを加えたカクテル）


