
イタリア栗のモンブラン
-mont blanc-

600 +tax 

カスタードの
ブリュレチーズケーキ
-Brulee cheesecake-

600 +tax 

濃厚ガトーショコラ
-Gateau chocolat-

600 +tax 

焼きいもと
 ハーゲンダッツ 濃厚バニラ
-Baked potato and Icecream-

600 +tax 

ハーゲンダッツ
＜下記よりお選びください＞
 ・濃厚バニラ
 ・ストロベリー
 ・抹茶
-Haagen-Dazs-

Double 600 +tax 

TRIPLE    750 +tax 

*************************************
*　　　　　　　　　　　　　　　　　            　   *
*　　　　　　　　　　　　　　　　　            　   *
*　　　　　　　　　　　　　　　　　            　   *
*　　　　　　　　　　　　　　　　　            　   *
*　　　　　　　　　　　　　　　　　            　   *
*　　　　　　　　　　　　　　　　　            　   *
*　　　　　　　　　　　　　　　　　            　   *
*　　　　　　　　　　　　　　　　　            　   *
*************************************

あんことバターのピッツァと
　 ハーゲンダッツ 濃厚バニラ
-Anko and butter pizza-

1100+tax 

リッチミルクベリーパフェ
-Milk berry parfait-

大人のほろ苦ティラミスパフェ
-bitter Tirami parfait-

宇治抹茶と白玉の和パフェ
-Matcha tea Japanese parfait-

700 +tax 

クラフトソフトクリーム
＜下記よりお選びください＞
 ・種子島産安納芋
 ・ミルク
 ・ミックス
-soft serve

    ice cream-

450 +tax



***************   TEA   ***************
ダージリンティー  ポット
＜ストレート / レモン / ミルク＞
-Darjeeling tea-

アイスティー
＜ストレート / レモン / ミルク＞
-iced TEA-

580
+tax

450
+tax

ローズヒップティー  ポット
-Rose hip TEA-

フルーツティー  ポット
-fruit TEA-

ハーブティー  ポット
-Herb tea-

580
+tax

650
+tax

650
+tax

**********   ITALIAN SODA   **********

ALL 600
+tax

アップルモヒート
-Apple mojito-

デトックスハーブ
-Detox herb-

柚子ネード
-yuzenade-

ベリーベリー
-Berry-

オーガニックコーヒー
-Organic coffee-

アイスコーヒー
-iced coffee-

カフェラテ  ホット / アイス
-Caffe Latte-

キャラメルラテ ホット / アイス
-Caramel latte-

カフェモカ  ホット / アイス
-Cafe Mocha-

ミルクココア  ホット / アイス
-Milk cocoa-

450
+tax

450
+tax

500
+tax

550
+tax

550
+tax

550
+tax

*************   coffee   *************

******************
*                                          *
*                                          *
*                                          *
*                                          *
*                                          *
*                                          *
*                                          *
*                                          *
*                                          *
*                                          *
*                                          *
******************

ティラミス
・チョコラータ
-tiramisu
  choccolata-

680+tax 

***********   SOFT DRINK   ***********
オレンジジュース
-Orange juice-

リンゴジュース
-Apple juice-

カルピス
-Calpis-

カルピスソーダ
-Calpis soda-

コカ・コーラ
-coca cola-

ジンジャーエール
-Ginger ale-

ALL 450
+tax

ウーロン茶
-Oolong Tea-

************   ALCOHOL   ************
オリジナルクラフトビール

『その苦み、爽快につき。ラガー』
-Original craft beer-

生ビール  アサヒ スーパードライ
-draft beer-

ノンアルコールビール ドライゼロ
-nonalcoholic beer-

800
+tax

500
+tax

450
+tax

ハイボール
-Highball-

グラスワイン  赤 / 白
-Glass of wine red or white

グラススパークリング
-Glass of sparkling wine-

サングリア  赤 / 白
-sangria-

500
+tax

600
+tax

600
+tax

550
+tax

bottle

bottle


