
MUKOJIMA 128 SUMIDA KU, ASAKUSA



SIDE CAR - ON THE ROCKS -

¥1300

¥800

fruit tomato, fresh mozzarella cheese, fresh basil, 
tapenade sauce, shallot dressing 

フルーツトマト＋フレッシュモッツァレラチーズ＋フレッシュバジル＋
タプナードソース＋エシャロットドレッシング

watermelon syrup, basil seeds, fresh lime juice, soda, melon sherbet 
ウォーターメロンシロップ＋バジルシード＋フレッシュライムジュース＋ソーダ＋メロンシャーベット

mango, pineapple, mango juice, casonard, fresh cream, 
coconut syrup, coconut chips

マンゴー＋パインアップル＋マンゴージュース＋カソナード＋生クリーム＋ココナッツシロップ＋ココナッツチップス

¥800

calvados, grenadine syrup, lime juice
カルバドス＋グレナディンシロップ＋ライムジュース

¥1000

cognac, cointreau, lemon juice
コニャック＋コアントロー＋レモンジュース

¥1000

フルーツトマトとモッツァレラチーズのサンド
TOMATO & MOZZARELLA CHEESE SANDWICH

サイドカー・オンザロックス

ジャックローズ・タンブラー
JACK ROSE  - TUMBLER -

ウォーターメロンフロート
WATERMELON FLOAT

FROZEN MANGO COCONUT
フローズン マンゴー＆ココナッツ



BEEF STEAK PLATE
¥1500ビーフステーキ&デリ

hanger steak, butter rice, red wine, onion, soy sauce, 
3 assorted vegetable sides

ハンギングテンダー＋バターライス＋赤ワイン＋玉ねぎ＋醤油＋３種のおすすめデリ

DEUS CHICKEN NANBAN
デウスチキン南蛮 ¥1100

fried chicken, yellow turmeric rice, scallions, szechuan pickles, teriyaki sauce, 
tartar sauce

フライドチキン＋分葱＋ザーサイ＋テリヤキソース＋タルタルソース＋
ターメリックライス

TODAY'S CURRY
¥1100本日のカレー

today's curry
DEUSキッチンの本日のおすすめのカレー

BBQ PULLED PORK PLATE

BBQ PULLED PORK

¥1200

¥750

バーベキュープルドポークプレート

バーベキュープルドポーク（単品）

midi graham bread, slow simmered pork shoulder, onion, bbq sauce, 
mayonnaise, chipotle

ミディグラハムブレッド＋豚肩ロース＋オニオン＋BBQソース＋マヨネーズ＋チポトレ

AVOCADO & CARROT RAPPE PLATE

AVOCADO&CARROT RAPPE 

¥1100

¥700

アボカド&キャロットラペプレート

アボカド&キャロットラペ（単品）

midi graham bread, carrot, avocado, arugula, dry fig, dill, cream cheese, orange 

ミディグラハムブレッド＋キャロット＋ドライいちじく＋アボカド＋ルッコラ＋
ディル＋クリームチーズ＋オレンジ

DEUS DOG PLATE

DEUS DOG

¥1200

¥750

デウスホットドッグプレート

デウスホットドッグ（単品）

whole grain bread roll, pork belly, onion, cucumber, cabbage 
全粒粉ロールパン＋豚バラ＋オニオン＋キュウリ＋キャベツ

AMERICANO 
(hot or iced)
アメリカーノ 

（ホット / アイス)

EARL GREY TEA 
(hot or iced)
アールグレイ 
(ホット / アイス)

COKE
コーラ

GINGER ALE
ジンジャーエール

ORANGE JUICE
オレンジジュース



画像変更
NUTELLA & MARSHMALLOW BAGEL

¥750ヌテラ&マシュマロベーグル

bagel, Nutella, marshmallows, blueberries
ベーグル＋ヌテラ＋マシュマロ＋ブルーベリー

CARAMEL & COMPOTE BAGEL
¥750キャラメル&コンポートベーグル

bagel, caramel sauce, fruits, almond, mint leaf
ベーグル＋キャラメルソース＋フルーツ＋アーモンド＋ミント

GLAZED DONUT
¥350シュガードーナッツ

COOKIES
¥200クッキー

MUFFIN
¥150マフィン

ICE CREAM
¥600アイスクリーム

SIDE ORDER

COBB SALAD
¥1300コブサラダ

sunny lettuce, curly kale, chicken breast, 
gorgonzola cheese, quail eggs, 
avocado, cherry tomato 

サニーレタス＋カーリーケール＋鶏胸肉＋
ゴルゴンゾーラチーズ＋アボカド＋
うずらの卵＋ミニトマト

SPICY FRIED CHICKEN
¥700フライドチキン

fried chicken, cayenne pepper sauce, french fries
フライドチキン＋カイエンペッパーソース＋ポテトフライ

FRENCH FRIES
¥600ポテトフライ



ESPRESSO
¥450エスプレッソ

espresso

CAPPUCCINO
¥550カプチーノ

espresso, frothed milk

FLAT WHITE
¥550フラットホワイト

espresso, steamed milk

CAFE LATTE (hot or iced)
¥600カフェラテ

espresso, steamed milk

CAFE MOCHA (hot or iced)
¥700カフェモカ

espresso, milk, chocolate syrup

AMERICANO (hot or iced)
¥500アメリカーノ

espresso, water

POUR OVER COFFEE (hand drip)
¥550ドリップコーヒー

pour over coffee

COLD BREW COFFEE
¥600水出しコーヒー

cold brewed ice coffee

OAT MILK
¥100オートミルク変更

ICE CREAM  (1 scoop)
¥300アイスクリーム トッピング

EXTRA ESPRESSO SHOT
¥150エスプレッソ追加



¥650
MATCHA LATTE (hot or iced)
抹茶ラテ

matcha, milk
抹茶＋ミルク

¥600
CHAI TEA LATTE (hot or iced)
チャイティーラテ

chai syrup, milk
PRANA CHAIを使用

¥550
EARL GREY (hot or iced)
アールグレイティー

¥750
DEUS LEMONADE (hot or iced)
自家製レモネード

Deus-made lemon syrup, soda, lemon slice
自家製レモネード

¥750
MATCHA MINT LEMONADE
抹茶ミントレモネード

Deus-made lemon syrup, matcha syrup, soda, lemon slice
抹茶＋ミント＋自家製レモネード

chocolate syrup, milk

¥600
CHOCOLATE MILK (hot or iced)
チョコレートミルク

OAT MILK
¥100オートミルク変更

ICE CREAM (1 scoop)
¥300アイスクリーム トッピング

EXTRA ESPRESSO SHOT
¥150エスプレッソ追加

コーラ ／ ジンジャーエール ／ オレンジ

¥600
SOFT DRINKS 
ソフトドリンク

Coke / Ginger Ale / Orange



BEERS
¥850ASAHI SUPER DRYアサヒスーパードライ

Asahi on tap 

¥1000~CRAFT BEERクラフトビール
ask for current Deus selection

WINE
¥2100RED (half bottle)赤ワイン

WHITE (half bottle)白ワイン

ask for current Deus selection
スタッフにお尋ねください

¥1200~ウィスキー JAPANESE WHISKY

ask for current Deus selection
スタッフにお尋ねください

¥900クラシカルモヒート
CLASSICAL MOJITO

rum, lime juice, simple syrup, fresh mint 
leaves

ラム＋ライムジュース＋シンプルシロップ
＋フレッシュミント＋ソーダ

¥900ビターズ ジン&トニック　
BITTERS GIN & TONIC

gin, tonic water, lime, Angostura bitters

ジン＋トニックウオーター＋ライム
＋アンゴスチュラビターズ

¥900ソルティードッグ
SALTY DOG

vodka, grapefruit juice, margarita salt

ウオッカ＋グレープフルーツジュース
＋マルガリータソルト

¥900テキーラサンライズ
TEQUILA SUNRISE

tequila, orange juice, grenadine syrup, 
maraschino cherry, dry orange

テキーラ＋オレンジジュース＋
グレナディンシロップ＋
マラスキーノチェリー＋ドライオレンジ

bourbon, soda, lemon peel

¥900バーボンソーダ
BOURBON SODA  
バーボン＋ソーダ＋レモンピール

gin, coffee liqueur, simple syrup, espresso, 
coffee beans

¥900エスプレッソマティーニ
ESPRESSO MARTINI
ジン＋コーヒーリキュール＋
シンプルシロップ＋
エスプレッソ＋コーヒー豆

DEUS COCKTAILS

JAPANESE WHISKY


