
COFFEE

【BLEND】(Hot/Ice)・・・・・・・・・・・・・・・・

　 ・ ミクトブレンド
　　　爽やかで豊かな薫りと深みのある後口、ミクトの定番ブレンドです。　

  ・ ハウスブレンド　
　　　酸味、苦み、甘みが程よく、バランスのとれた飲みやすいブレンドです。　

  ・ ショコラブレンド
　　　ほどよい苦みと甘い後口。チョコレートをイメージしてつくりました。　

　・ タテヤママウンテン
　　　爽やかでほんのりと苦味があり、雄大な深いコクのある味わいです。　

  ・ スイートブレンド
　　　すっきりとした苦味の中にほんのりとフルーツ感が感じられます。

  ・ モーニングブレンド
　　　軽い口当たりと明るい酸味のさっぱりとしたブレンドです。　

  ・ 濃厚ブレンド
　　　いちばんの深煎りブレンド。力強い苦味と深いコクのブレンドです。　

  《 季節のブレンド 》(Hot/Ice)・・・・・・・・・・・・・・・

　　　季節に合わせた期間限定ブレンド。内容は黒板をご覧ください。

MENU

ブレンド

焙煎
浅　　　　　　深
←　　　　　　→

\580

\620

お 1人様　1ドリンクご注文をお願いします。
(ケーキ、焼菓子のみのご注文はご遠慮ください。)

裏面にもあります。

【税込価格表示】

・ 本日のコーヒー ( Hot )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　本日おすすめの珈琲豆使用。内容は黒板をご覧ください。　　

・ アイスコーヒー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　ショコラブレンド使用

・ カフェインレスコーヒー(Hot/Ice)・・・・・・・・・・・・・・

　　カフェインを除去したコーヒー

・ カフェオレ(Hot/Ice) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　コーヒー＋ミルク　1：1の割合

・デカフェオレ(Hot/Ice)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　カフェインレスコーヒー＋ミルク　1：1の割合

COFFEE DRINK

 

\480

\480

\500

\500

\520

\550

ESPRESSO DRINK
・ エスプレッソ(シングル/ダブル) ・・・・・・s \380 /　w
　　抽出量　S：約30ml　　W：約60ml

・ アメリカーノ(Hot/Ice) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　エスプレッソ＋お湯( Ice：水)

・ エスプレッソマキアート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　エスプレッソ＋スチームミルク　（約90ml）

・ カプチーノ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　エスプレッソ＋スチームミルク　（約180ml）

・ アイスカプチーノ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　エスプレッソ＋泡立てたアイスミルク　

・ カフェラテ(Hot/Ice) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　エスプレッソ＋スチームミルク( Ice：ミルク)（約240ml）

・ ソイラテ(Hot/Ice)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　エスプレッソ＋豆乳　

・ エスプレッソコーク  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　エスプレッソ＋コーラ＋レモン

・ エスプレッソトニック  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　エスプレッソ＋トニックウォーター＋ライム

\420

\480

\480

\500

\550

\580

\580

\580

【税込価格表示】

・ カフェモカ(Hot/Ice) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　エスプレッソ＋チョコシロップ＋スチームミルク( Ice：ミルク)＋チョコソース

・ ホワイトモカ(Hot/Ice) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　エスプレッソ＋ホワイトチョコシロップ＋スチームミルク( Ice：ミルク)＋ホワイトチョコソース

・ キャラメルラテ(Hot/Ice) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　エスプレッソ＋キャラメルシロップ＋スチームミルク( Ice：ミルク)＋キャラメルソース

・ バニララテ(Hot/Ice)   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　エスプレッソ＋バニラシロップ＋バニラビーンズ＋スチームミルク( Ice：ミルク)

・ ヘーゼルナッツラテ(Hot/Ice)  ・・・・・・・・・・・・・・・・

　　エスプレッソ＋ヘーゼルナッツシロップ＋スチームミルク( Ice：ミルク)＋ヘーゼルナッツ

・ シナモンバナナラテ(Hot/Ice)  ・・・・・・・・・・・・・・・・

　　エスプレッソ＋バナナシロップ＆シナモン＋スチームミルク( Ice：ミルク)

・ ストロベリーラテ(Ice)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　エスプレッソ＋ストロベリーシロップ＆ソース＋ミルク　

FLAVOR LATTE
\580

\580

\580

\580

\580

\580

\580

・ エスプレッソアフォガード・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　アイスクリームに淹れたての温かいエスプレッソをかけて食べるデザート

　　※単品でも注文できます。

藤ノ木にある『パン工房 みなみかぜ』さんの

　　　　　　　　　　　　　全粒粉の食パンを使用しています。

・ トースト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　苺ジャムとバターが付いています。

・ チーズとハチミツのトースト  ・・・・・・・・・・・・・・・

　たっぷりのチーズにクルミを散りばめたトースト。ハチミツをかけてお召し上がりください。

・ 抹茶ラテ (Hot/Ice)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　宇治抹茶＋きび砂糖シロップ＋スチームミルク ( Ice：ミルク )＋抹茶ソース　　

・ チャイラテ (Hot/Ice) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　紅茶＋チャイシロップ＋スチームミルク ( Ice：ミルク )＋シナモン　

・ スチームミルク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　きめの細かい口当たり滑らかな温かいミルク

・ フレーバースチームミルク〈チョコ/キャラメル /ホワイトチョコ〉
    フレーバーシロップ＋スチームミルク＋フレーバーソース

・アイスミルク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・お子様用ジュース〈オレンジ /アップル〉・・・・・・・・・・・・・・

・ ベビチーノ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　チョコレート味のお子様用ドリンク　　チョコレートシロップ＋ココアパウダー＋スチームミルク

(※お子様ジュース、ベビチーノを除く)

\620

\600

\480

\400

\250

\450

\350

\480

\450

・豆乳に変更 

・エスプレッソ追加

・ホイップ  トッピング

       ＋  ￥30 
       ＋  ￥50 
＋  ￥100

ドリンク　2杯目以降 ¥100 引き

【税込価格表示】

\500

（ドリンクとセットで -￥50）

【Last Order 18:00】
ラストオーダー

10:00 ～ 18:30

10:00 ～ 19:00

Open Closed

シングル

【SINGLE】(Hot/Ice)・・・・・・・・・・・・・・

　 

  ・ ブラジル ダテーラ パルプドナチュラル
　　　 ナッツやカラメルを思わせる香ばしさと、ココアのような風味

  ・ インドネシア マンデリン リントン　　　　

　　　　　しっかりとしたコクとマンデリン独特の大地の香り『アースフレーバー』がクセになる味わい。

　・メキシコ サン アントニオ
　        レーズンや赤ワインのような風味と甘い後口

  ・ 有機コロンビア メサ デ ロス サントス
　　　ミルクチョコレートやアーモンドを想わせる風味としっかりとした苦味。有機認証珈琲

　・ グァテマラ ラスヌベス
　　　シトラスのような爽やかな風味と黒糖のような甘さと後味

　・ ベトナム レ リ チュン
　　　ベトナム アラビカ種のコンテスト優勝豆！その実力をお楽しみ下さい。

　・ ブラジル ダテーラ デカフェ
　　　ダテーラ農園のカフェインレスコーヒー

トップ スペシャルティ

\620

\730

・ エチオピア グジ ウラガ
　 柑橘系の爽やかで明るい酸味。マスカットやオレンジのような風味。

・ エチオピア イルガチェフェ コンガ ナチュラル
　 フローラルで紅茶のような風味。複雑で濃密な口当たり。

・ ケニア キアンドゥ
　 ワイルドな口当たりと、マンゴーなど南国のフルーツを想わせる風味。

・ ブラジル コヘーゴ サウドーゾ
　すっきりと飲みやすい後口。ブラジル珈琲の好きな方は是非、お試し下さい。

【税込価格表示】

 平　日

土日祝日

 【TOP SPECIALTY】(Hot/Ice) ・・・・・・・・・・・

【価格改正は次のとおりです】


