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ORGANIC COFFEE

āāāʂĜʄʣʛʇʋĜʪĜ

「TABLES」タブレスのコーヒーメニューは全て有機 JAS 認定 オーガニックのコーヒービーンズを使用しております。
]691

オーガニックコーヒー organic coffee
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

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。
cappuccino
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。

カプチーノ

]761

チョコレート カプチーノ chocolate cappuccino

]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

]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

!]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。

ORGANIC ICED COFFEE

āāāʂĜʄʣʛʇɺɼʑʋĜʪĜ

]691

オーガニックアイスコーヒー organic iced coffee
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。

]751

アイスカフェラテ iced cafe late
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

]791

コーヒーフロート coffee float

]951

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。
バニラアイスクリームを浮かべたアイスコーヒー。

]841

チョコレート カプチーノ chocolate cappuccino
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。

]841

キャラメル カプチーノ caramel cappuccino

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

ウインナーコーヒー wiener coffee
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。

ORGANIC TEA

āāāʂĜʄʣʛʇʞɻĜĪʳʛʠɉʵʛʠʍĜʫʑī

健康志向の高いアメリカ・サンフランシスコで生まれたティーブランド「マイティリーフ社」の紅茶を使用。

オーガニック ブレックファースト organic break fast
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。

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。

]841

オーガニックダージリンエステート

]841

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 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

]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。

]841

ロイヤルミルクティー royal milk tea
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。

ORGANIC ICED TEA

āāāʂĜʄʣʛʇɺɼʑʞɻĜ

]731

オーガニックピュアブラック organic pure black
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。

ポメグラネイトベリー pome gras nate berry

]841

美容と健康に良いザクロ、
ベリーや柑橘系のフルーツ、
ハイビスカス、
ローズヒップをブレンドしたフルーツハーブティー。

]951

ロイヤルミルクティー royal milk tea
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

]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
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VEGETABLE SMOOTHIE

ʱʐʗʮ˃ʑʸĜʐĜ

野菜とフルーツをミックスしたカラダの中から若返るヘルシーなスムージ−。

グリーンスムージー green smoothie

]:61

ほうれん草 ケール バナナ リンゴ オレンジ ミント
美肌効果や目の健康が期待できる素材の組み合わせ。

ORIGINAL SYRUP DRINK

ʂ˂ʐʢ˃ʏ˅ʛʯʡ˂ˋʇ

「TABLES」オリジナルのフルーツやジンジャーのシロップ漬けを使ったドリンク。

オレンジスパーク orange spark

]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。

レモンスパーク lemon spark

]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。

ジンジャースパーク ginger spark

]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。

ジンジャーミルク ginger milk

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。

ストロベリーミルク strawberry milk

IPU0JDF!]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。

mint yogurt frappe
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。

ミントヨーグルトフラッペ

SOFT DRINK

]911

ʕʭʠʡ˂ˋʇ

厳選した 100% ジュース＆ミネラルウォーター。

100%オレンジジュース orange juice

]761

つぶつぶ感をを残した、素材感あふれるオレンジジュース。

100%グレープフルーツジュース grapefruit juice

]761

100%アップルジュース apple juice

]761

爽やかな酸味のグレープフルーツジュース。

素材の味わいそのままに。りんごの旨味のあるアップルジュース。

サンペレグリノ（750ml） sanpellegrino

]971

きめ細やかな炭酸と、マイルドな喉ごし。ガス入りのミネラルウォーター。

キッズドリンク（100%オレンジ or 100%アップル） kids drink

]431

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。
（氷なし）

当店の価格はすべて税込表示です
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BEER

ʫĜ˃

アメリカ、フランスのクラフトビールをそろえました。
]971

アンカースチーム（355ml）anchor steam
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。

]971

クローネンブルグ ブラン（330ml）kronenbourg blanc
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。

WINE

ˇɼˋ

!

お食事に合わせて、白 & 赤ワインをグラス、ボトルでどうぞ。
白ワイン ローンバーチ ピノ・グリ lone birch pinot gris
white
トロピカルフルーツや白桃、杏などの豊かな香り。
スイーツにも合わせやすい白ワイン。
【アメリカ/ワシントン】ピノ・グリ100％

赤ワイン セブン ドーターズ ピノ・ノワール seven daughters pinot noir
フルーツの果実味もありながら、爽快な赤ワイン。
red
【アメリカ/カリフォルニア】ピノノワール100%

WHISKY

āāhmbtt!
]861
āācpuumf! ]5-431

āāhmbtt!
]861
āācpuumf! ]5-431

ɾɼʑʅĜ

ソーダと割って、水割りで、ストレートで。お好みの飲み方でどうぞ。

I.W. ハーパー I.W. harper

]861

ブラントンブラック brantone black

]971

ORIGINAL SYRUP COCKTAIL

ʂ˂ʐʢ˃ʏ˅ʛʯʃʇʞ˃

「TABLES」オリジナルのフルーツやジンジャーのシロップを使った。爽やかなおすすめカクテル。
!]971

オレンジリッキー orange rickey
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。
strawberry rickey
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。

ストロベリーリッキー

MOJITO

!]:21

ʺʪĜʠ

ラム & ミントの爽やかな味わい。「TABLES」おすすめカクテル。

「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。

]971

]:21

当店の価格はすべて税込表示です

