Bon Bon Chocolat Set

¥1,300

ボンボンショコラ（３種）とドリンクのセット

LE CHOCOLAT DE H( ル ショコラ ドゥ アッシュ ) より、
厳選された素材から作るショコラの味と香り、
深いカカオの余韻をお楽しみいただけます。
※セットのショコラはお持ち帰りできません

Macaron Set

¥1,300

マカロン（３種）とドリンクのセット

上質なカカオを使い、
しっとりと焼き上げた
アーモンド風味の生地に10種類のガナッシュを
サンドしました。
オススメ3種類をチョイス致します。
※セットのマカロンはお持ち帰りできません

セットドリンクよりお好きな１品をお選びください

TEA SELECTION
TWG Tea はシンガポール発のラグジュアリーティーブランド。
世界有数の専属農園から取り寄せた
芳醇な茶葉と選りすぐりのフルーツやスパイス
花々を調和させたブレンドティーの数々は
世界中のお茶愛好家から愛されています。

Royal Darjeeling FTGFOP1*

¥850

ロイヤル ダージリン
熟したアプリコットを枋佛させる、 良 質 な 香りと力 強 い 鮮 烈 な 味わ い が 特 徴 の 春 摘 みダージリンティー。
FTGFOP1* 紅茶の等級。新芽が多く含まれた上質な紅茶。

Uva Highlands BOP*

¥850

ウヴァ ハイランズ
力強さと風味のバランスが良くとれた紅 茶 。 美しい 黄 金 色 の 水 色と濃 厚 な 味わ い が 特徴的。
BOP* 紅茶の等級。上質な茶葉を砕いたもの。ミルクティーにおすすめ。

Crème Caramel Tea

¥850

クレーム キャラメル ティー
南アフリカ産ルイボスティーに TWG Tea 特製のフレンチスウィートをブレンド。デザートのようなカフェインフリーのお茶。

French Earl Grey

¥850

フレンチ アールグレイ
香り豊かなブレンドティーの定番。柑橘類の果実の香りをブレンドし、美しいサファイア色のヤグルマギクを散りばめました。

1837 Black Tea

¥850

1837 ブラック ティー
TWG Teaの代表的なブレンドティー。熟したベリーやアニス、キャラメルなどの風味が余韻に残る時を超えた不朽のブレンドです。

Seasonal Iced Tea
シーズナル アイスティー
季節の茶葉を使用、詳しくはスタッフにお 尋 ねください。

¥850

ESPRESSO DRINK
エスプレッソドリンク

※2杯目は表示価格の半額でご注文いただけます

Espresso

¥570

エスプレッソ
バリスタ世界チャンピオンがこだわりぬいた究極のエスプレッソ。
すべてのエスプレッソドリンクのベースとなる濃厚な PaulBassett スタイル。

Double Espresso

¥670

ダブルエスプレッソ
エスプレッソで物足りない方は 2 杯分楽しめるダブルがおすすめ。
濃厚さは変わらず口の中いっぱいに広がるコーヒー感をお楽しみください。

Long Black (Iced or Hot)

¥670

ロングブラック（Iced or Hot)
香り高いエスプレッソにお湯を注いですっきりとした味わいに仕上げたブラックコーヒー。

Cappuccino

¥750

カプチーノ
エスプレッソをベースにフォームドミルクとバローナ社のココアパウダーで仕上げました。

Cafe Latte

(Iced or Hot)

¥750

カフェラテ（Iced or Hot)
濃厚なエスプレッソとミルクのスタンダードなコンビネーション。

Flat White

¥750

フラットホワイト
オーストラリアでは最もポピュラー。コーヒーのフレーバーと滑らかなフォームドミルクの口当たり。

Magic

¥800

マジック
一番しっかりとしたコーヒー感が楽しめるミルクドリンク。味のコントラストが楽しめる。

Baby Ccino

(up to elementary school students)

¥600

ベビチーノ ( 小学生まで )
チョコレートとミルクにマシュマロをトッピング。お子様でも召し上がれる優しいテイスト。
※コーヒーは使用しておりません。

DRIP COFFEE

ドリップコーヒー

※2杯目は表示価格の半額でご注文いただけます

Drip Coffee

(Iced or Hot)

¥630

ドリップコーヒー（Iced or Hot)
＊日替わりのドリップコーヒー

Decafe Mexico

(Only Hot)

デカフェ メキシコ
カフェインレスなのに香ばしい香りと甘味が楽しめる

¥750

SPECIALTY

※セット対象外

COFFEE

スペシャルティコーヒー
specialty coffees available right now,
across the globe, and likely right
around the corner from you.

COSTA RICA

ETHIOPIA

FINCA LA ISABELLA
GEISHA NATURAL

GESHA VILLAGE OMA
エチオピア
ゲシャ ビレッジ オマ

¥1,000

エチオピアの西、ベンチマジ地区の森の中にゲ
シャビレッジ農園はあります。このOMA地区は
標高が高く、昼夜の寒暖差と霧によってコーヒー
の実がゆっくりと成熟します。そうすることで生
まれる風味が素晴らしい特徴を持ち、世界で認
められる優れたコーヒーとなりました。

コスタリカ フィンカ ラ イサベラ
ゲイシャ ナチュラル

¥1,000

マックスサラサール氏は、3代続くコーヒー生産
者で、彼のラ イサベラ農園は1960年から経営
されています。10haの農地で、カトゥアイ、ビジ
ャロボス、ゲイシャを栽培しています。 ベルガモ
ット、オレンジ、ダージリン、キャラメル、シュガー
ケーンで非常に甘さがあり、ゲイシャフレーバー
も感じることができます。

EL SALVADOR

PANAMA

LA ESMERALDA GEISHA
パナマ
エスメラルダ ゲイシャ

¥1,000

スペシャルティコーヒー の 中 で 注 目を浴び 続
けるゲイシャ種は、2000年頃より多くの国や
農園で研究、栽培されてきました。その中でも
エスメラルダ農 園 はゲイシャ種を世に広めた
世界で最も有名な農園の一つです。
オレンジ 、ベ ル ガモット 、ピ ー チ 、ハ ーブ など
多 彩 なフレー バ ーを持 ち、フローラル で 甘 い
余韻が続く上質なコーヒーです。

FINCA PENA REDONDA
BEST CUP ＃3
エルサルバドル
フィンカ ペニャ レドンダ
ベストカップ3位

¥1,000

ペニャ レドンダ農 園では環 境 へ の 配 慮から
現 在 は 水 を 使 わ な い ハ ニ ー や ナ チュラ ル プ
ロセスをメインに扱っている。クリーンカップ
向 上 の 為 、乾 燥 の 工 程 で は3 0 分に一 回 撹 拌
を行 い 均 一にゆっくりとコーヒー が 乾 燥 する
ように心 がけて いる。アプリコットのような 甘
酸っぱいテイストが特 徴 。

MILK VARIATION
ミルクの甘さとフレーバーシロップの
コンビネーション

Chai Latte (Iced or Hot)

¥850

チャイラテ
優しいスパイスの香りと甘さが調和した飲みやすいチャイ。

Soy Latte (Iced or Hot)

¥850

ソイラテ
エスプレッソと豆乳をバランスよく合わせた飲みやすい逸品。

Popcorn Latte

¥850

ポップコーンラテ
キャラメルポップコーンを思わせる甘味と苦味が楽しめるオリジナルミルクドリンク。

FRAPPE

飲んでひんやりフローズンドリンク

※セット対象外

Caramel Espresso Frappe
キャラメル エスプレッソ フラッペ
キャラメルシロップに

エスプレッソを合わせた大人のフラッペ

¥850

Matcha Frappe
抹茶フラッペ

濃厚な抹茶のテイストそのままに

フローズンドリンクに仕上げた逸品

¥850

Chocolate Frappe
チョコレートフラッペ

チョコレートシロップ、チョコレートジェラート、チョコチップと
チョコレートをふんだんに使用した贅沢フラッペ

¥850

OTHER DRINK
ソフトドリンク

Cream Soda

Cola Float

Cafe Latte Float

クリームソーダ

コーラフロート

カフェラテフロート

みんな大好き
レトロ喫茶代表。

クリーミーな甘さと
コーラの刺激がベストマッチ。

オーストラリアで
アイスコーヒーとはこれの事。

¥850

¥850

¥850

Orange

¥780

オレンジ

Mango

¥780

マンゴー

Milk (HOT or ICED) ¥530
ミルク

SET DRINK

お好きなドリンクをお選びください

Drip Coffee (hot/Iced)

Cappuccino

Tea

ドリップコーヒー（ホット/アイス)

カプチーノ

紅茶各種

Espress (Single or Double)

Cafe Latte (hot / ice)

ミルク（ホット/アイス)

エスプレッソ（シングル/ダブル)

カフェラテ（ホット/アイス)

Milk (hot / ice)
Orange Juice
オレンジジュース

Long Blac (hot/Iced)

Flat white

Mango Juice

ロングブラック（ホット/アイス)

フラットホワイト

マンゴージュース

