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HOT
オーガニックコーヒー

organic coffee

]691

有機栽培で大切に育てられたコーヒービーンズ。
ドリップで入れたまろやかでコクのある味わい。

カフェラテ

cafe latte

]711

［乳］

フォームドミルクたっぷりの優しい味わいのカフェラテ。

カプチーノ

cappuccino［ 乳 ］

]761

エスプレッソをダブルで。しっかりとしたコーヒーの風味と、ミルクのハーモニー。

チョコレート カプチーノ

chocolate cappuccino

［乳］

]841

チョコレートの風味のカプチーノ。エスプレッソ、ミルク、チョコレートの味わいをどうぞ。

キャラメル カプチーノ

caramel cappuccino

［乳］

]841

甘くほろ苦い、キャラメルの風味のおすすめのカプチーノ。

ウインナーコーヒー

wiener coffee ［ 乳 ］

!]911

たっぷりのホイップクリームを浮かべたオーガニックコーヒー。

ICED
オーガニックアイスコーヒー

organic iced coffee

]691

香り高く、すっきりとしたキレのある味わいのオーガニックアイスコーヒー。

アイスカフェラテ

iced cafe late［ 乳 ］

]751

淹れたてのエスプレッソとミルク。ミルクのやさしい口あたりのカフェラテ。

アイスカプチーノ

iced cappuccino ［ 乳 ］

コーヒーフロート

coffee float

]791

淹れたてのエスプレッソダブルとミルク。コーヒーの味わいが強めのアイスカプチーノ。

]951

［ 乳・卵 ］

バニラアイスクリームを浮かべたアイスコーヒー。

チョコレート カプチーノ

chocolate cappuccino［ 乳］

]841

チョコレートの風味のアイスカプチーノ。エスプレッソ、ミルク、チョコレートの味わいをどうぞ。

キャラメル カプチーノ

caramel cappuccino ［ 乳］

ウインナーコーヒー

wiener coffee ［ 乳］

]841

甘くほろ苦い、キャラメルの風味のおすすめのアイスカプチーノ。

!]911

たっぷりのホイップクリームを浮かべたアイスオーガニックコーヒー。
当店の価格はすべて税込表示です
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٥݈ٖǻژǑȢɡɪȫĂȵɳɕɩɳȷȹȳǴऀȋșǬ
ɆȣĘɖɩɳɉĲɞȤɆȣɪĘɕޢĳǻپȟܺෟǤǳǑȋǦÿ

ʂĜ
Ĝʄ
ʄʣ
ʣʛ
ʛʇʞ
ʞɻ
ɻĜ
p ssh
h b oj
o j d! u fb

˅ɼʼ˃ʷ˃ʇʨʣˁ
˅
ɼʼ˃ ʷ˃ ʇʨʣ ˁ
spzbm ! njm l! w
wb
bojm
oj m m b

HOT
オーガニック ブレックファースト

organic break fast

]841

クラシックな英国式のオーガニックティー。あらゆるスイーツに好相性です。

オーガニックダージリンエステート

organic darjeeling estate

高品質なダージリンを使用した紅茶。オレンジペコーの大きな茶葉を贅沢に使用しています。
［乳］

オーガニックアールグレイ

organic earl gray

]841

爽やかなベルガモットの香りをブレンド。しっかりとした味わいです。

オーガニックデトックスインフュージョン

]841

organic detox infusion

]841

ペパーミントをベースに、
タンポポの根、
レッドクローバーの花などをブレンドした健康志向のハーブティー。

カモミールシトラス

chamomile citrus［ オレンジ ］

]841

カモミールにローズヒップ・オレンジピールなどをブレンドした爽やかなハーブティーです。

ロイヤルミルクティー

royal milk tea

［乳］

]951

コク・香り・渋みのバランスのとれた茶葉を使ったリッチなロイヤルミルクティー。

ICED
オーガニックピュアブラック

organic pure black

]731

芳醇でしっかりとした味わいのオーガニックのインド紅茶。

ロイヤルミルクティー

royal milk tea ［ 乳 ］

]951

コク・香り・渋みのバランスのとれた茶葉を使ったリッチなロイヤルミルクティー。

ロイヤルミルクバニラ

royal milk vanilla

［ 乳・卵 ］

]2-161

芳香な香りのロイヤルミルクティーにたっぷりのバニラアイスをのせました。
当店の価格はすべて税込表示です

VEGETABLE SMOOTHIE
ā ā āʱʐʗʮ˃ʑʸĜʐĜ
ඞۮǵɕɫĘɄȟɟɃȯȹǤǬȫɩɀǙȕȚǠȃɘɫȷĘǷȹɠĘȸĹÿ
green smoothie

グリーンスムージー

]:61

［ バナナ・オレンジ ］

ほうれん草 バナナ リンゴ オレンジ ミント

ORIGINAL SYRUP DRINK

ā āʂ˂ʐʢ˃ʏ˅ʛʯʡ˂ˋʇ

ĲR?@JCQĳȪɪȸɊɫǻɕɫĘɄȑȸɳȸɣĘǻȷɭɃɗǞȟܺǰǬɉɪɳȯÿ
orange spark ［ オレンジ ］

オレンジスパーク

]7:1

[自家製オレンジシロップ ミント ソーダ] オレンジとほんのり蜂蜜の爽やかスパーク。

lemon spark

レモンスパーク

]7:1

[自家製レモンシロップ ミント ソーダ] レモンの爽やかな酸味のすっきりスパーク。

ginger spark

ジンジャースパーク

]7:1

[自家製ジンジャーシロップ ミント ソーダ] ピリ辛ジンジャーにレモンの酸味が好相性。

ginger milk

ジンジャーミルク

［乳］

IPU0JDF!]791

[自家製ジンジャーシロップ ミルク] 唐辛子でアクセントをつけた健康ラテ。

ストロベリースパーク

strawberry spark

]911

[自家製ストロベリーシロップ ミント ソーダ] 甘酸っぱいストロベリーシロップにレモンとミントのアクセント。

strawberry milk ［ 乳 ］

ストロベリーミルク

I0J!]911

[自家製ストロベリーシロップ ミルク ホイップクリーム] いちごの果肉を入れたちょっと贅沢なラテ。

ミントヨーグルトフラッペ

mint yogurt frappe ［ 乳 ］

]911

ミントの爽やかな香りとヨーグルトを合わせたすっきりとした味わい。

SOFT DRINK āāʕʭʠʡ˂ˋʇ
؏ॐǤǬ /..# ȸɥĘȹőɟɍɩɫȦȩĘȿĘÿ

100%オレンジジュース

orange juice ［ オレンジ ］

]761

100%グレープフルーツジュース grapefruit juice
100%アップルジュース
キッズドリンク

kids drink

]761

apple juice［ リンゴ ］

]761
]431

［ オレンジ ］［ リンゴ ］

（100%オレンジ or 100%アップル）
小学生未満のお客様にお召しあがりいただけるメニューです。
（氷は入っておりません。）

当店の価格はすべて税込表示です

BEER

ʫĜ˃āāā

ȢɡɪȫþɕɩɳȹǻȯɩɕɈɓĘɫȟǪȚǕȋǤǬÿ

アンカースチーム（355ml）

anchor steam

]971

ラガー特有のコクと麦香がありながらも、エールのような華やかな香りも楽しめる
サンフランシスコのクラフトビール。

クローネンブルグ ブラン（330ml）kronenbourg blanc

]971

フランス№1ビールとして名高いクローネンブルグの白ビール「ブラン」。
ほのかに甘い柑橘系の風味で女性にも人気の飲みやすいビール。

ā ā āʈˁʑˇɼˋĆɾɻʑʅĜ

WINE / WHISKY

グラスワイン（赤・白）

]861

ウィスキー（I.W. ハーパー）

]861

ソーダと割り、
水割り、
ストレート、お好みの飲み方でどうぞ。

āʂ˂ʐʢ˃ʏ˅ʛʯʃʇʞ˃! ! !

ORIGINAL SYRUP COCKTAIL

ĲR?@JCQĳȪɪȸɊɫǻɕɫĘɄȑȸɳȸɣĘǻȷɭɃɗȟܺǰǬÿॼȑǘǷǗǦǦȎȫȯɆɫÿ

オレンジリッキー

orange rickey

!]971

［ オレンジ ］

自家製オレンジシロップ ウォッカ ソーダ
ウォッカをベースに、オリジナルのオレンジシロップ、ソーダを加えたカクテル。

ジンジャーリッキー

ginger rickey

!]971

自家製ジンジャーシロップ ウォッカ ソーダ
ジンジャーと唐辛子を使った特製シロップの大人のカクテル。

ストロベリーリッキー

ýstrawberry rickey

!]:21

自家製ストロベリーシロップ ウォッカ ソーダ
いちごの風味を凝縮したシロップを使った、素材感のあるカクテル。

MOJITO

āāāʺʪĜʠ!!!!

ɩɠ $ ɟɳɈǻॼȑǘǷȜǑÿĲR?@JCQĳǗǦǦȎȫȯɆɫÿ

「TABLES」モヒート

「TABLES」mojito

ラム ミント シロップ ソーダ ライム
たっぷりのミントとライムの爽やかな酸味の定番カクテル。

フレッシュフルーツモヒート

fresh fruit mojito

フルーツ ラム ミント シロップ ソーダ
モヒートに甘酸っぱいベリーを加えたカクテル。

当店の価格はすべて税込表示です

]971

]:21
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ICE CREAM FLOAT ā ā āɺɼʑʭ˅Ĝʠ
ȪɪȸɊɫȹɑĘȯɉɪɳȯǻȢȤȹɕɭĘɈÿ

オレンジスパーク

orange spark ［ オレンジ ］

]:11

レモンスパーク

lemon spark

]:11

ジンジャースパーク

ginger spark

]:11

ストロベリースパーク

strawberry spark

]::1

RICH PARFAIT

ʩʭɿ

リッチバニラストロベリーパフェ rich vanilla strawberry［ 卵・乳 ］

]2-391

北海道産生クリームを使用したバニラアイスと甘酸っぱいイチゴ、
パンナコッタの贅沢なパフェ。

リッチチョコバナナパフェ

rich choco banana ［ 卵・乳・バナナ・大豆 ］
フランス、ヴァローナ社のチョコレートを使用したカカオの香り豊かな
チョコレートアイスとバナナでビターな味わいに仕上げました。

]2 -2 9 1

当店の価格はすべて税込表示です

