FOOD MENU
ベーコンチーズバーガー
Becon cheese burger

当店はセルフサービスです。キャッシャーにてご注文ください。

Our shop is self-service. Please order at the cashier.

¥1,500

ピザ・マルゲリータ
Pizza margherita

¥1,200

¥2,000

スペイン風ピザ「コカ」

Spanish-style pizza “coca”

BAR MENU

- 2:00P.M.〜CLOSE -

¥1,800

タパス盛り合わせ

Assorted Tapas

・ えびとタコのアヒージョ
・ イワシのマリネ
・ 生ハムとクリームチーズ
・ イベリコチョリソとピクルス
・ 生ハムコロッケとシシトウのフリット
・ トルティージャ
・ ローストビーフのオープンサンド

¥700

生ハム＆サラミ

¥800

トルティーヤチップス
＆アボカドディップ

¥700

チーズ盛り合わせ

¥700

ソーセージ盛り合わせ

¥700

海老のアヒージョ

¥800

牛リブロースステーキ
200g

¥2,000

ミックスナッツ

¥280

オリーブ

¥500

スモークサーモン

Smoked salmon

十六穀米と大豆ミートの
キーマカレー

¥1,200

Mixture of 16 diﬀerent kinds of
cereals with soy meat Keema curry

パエリア
Paella

¥2,000

オージービーフのステーキライスボウル

Aussie beef steak rice bowl

¥2,500

MENU

Tortillachips & avocado dip

Assorted saussage

Beef rib steak 200g

ピクルス
Pickles

¥500

Raw ham & salami

Assorted cheese

Shrimp ahijo

Mixed nuts

Olives

TAKE OUT
シーザーサラダ
Caesar salad

¥700

Dessert Menu
バスクチーズケーキ 苺飾り
オレンジマーマレードソース
Basque Cheesecake
with Strawberry Decoration
Orange marmalade sauce
【ご提供時間】

12:00NOON. 〜 5:00P.M.

Drink

ドリンクセット

Drink set + ¥300

¥1,400

ケーキ各種

¥700

アイスクリーム

¥600

Various cakes

コーヒー （ホット/アイス）

¥500

アイスティー

¥500

Coﬀee（Hot／Iceｄ）

Iced Tea

Food

ピザ各種

Various Pizza

ケーキ各種

Various Cakes

¥1,200 ～
¥700

Ice cream ( vanilla / green tea )

【ご予約】

03-3205-1124

受付時間
お渡し時間

10:00A.M. 〜 5:00P.M.
11:30A.M. 〜 8:00P.M.

※商品お受け取り後、2時間以内にお召しあがりください。

DRINK MENU
CAFE MENU

当店はセルフサービスです。キャッシャーにてご注文ください。

Our shop is self-service. Please order at the cashier.

アラビカコーヒーの傑作 “トアルコトラジャ”。
フローラルな香り、柑橘系の酸味、
カラメルのような甘い余韻をお楽しみください。

マイティーリーフは、日本で唯一、ビーガン、コーシャの認証を受けている
ティーブランドです。丹精込めて育てられた茶葉やハーブは、絶妙なブレンド
により華やかで香り高く、味わい深い最高のティーを作り出しています。

Coffee variations

Coffee Mocktails

Soft drinks

コーヒー （ホット/アイス）

ALL ¥650

Orange juice

ALL ¥500

Coﬀee（Hot／Iced）

カフェラテ （ホット/アイス）
Café latte（Hot／Iced）

カフェモカ （ホット/アイス）
Café mocha（Hot／Iced）

ココア （ホット/アイス）
Cocoa (Hot／Iced）

Tea selections
ALL ¥500

オーガニックダージリンエステート

Organic Darjeeling Estate

オーガニックアールグレイ
Organic Earl gray

カモミールシトラス
Chamomile Citrus

ワイルドベリー
ハイビスカス

Wildberry Hibiscus

ホワイトオーチャード
White Orchard

オーガニック
アフリカンネクター
（ルイボス）

Organic African Necter

アイスティー
Iced Tea

〜ノンアルコールコーヒーカクテル〜

キャラメルポップコーンラテ

Caramel popcorn latte
（Hot／Iced）
Tiramisu latte
（Hot／Iced）

〜ノンアルコールティーカクテル〜

ALL ¥650

ワイルドレッドレモネード
Wild red lemonade

アイスティラミス
ロイヤルミルクティー

アイスクリーム
トッピング

Speciality

Ice cream topping
+ ¥250

ALL ¥550

フレンチスカッシュ各種

French squash（Various）

・レモン

・グリーンアップル

・ラズベリー

・ホワイトピーチ

Raspberry

Green apple

・エルダーフラワー
Elder ﬂower

¥550

ピンクグレープフルーツジュース

¥550

Pink grapefruit juice

コカコーラ

¥500

ジンジャーエール

¥500

Sparkling Water
ソラン・デ・カブラス
SOLAN DE CABRAS

White peach

ハートランド

Craft Beer

¥600

¥600

SPRING VALLEY
豊潤＜496＞

¥650

よなよなエール

¥650

Spring Valley Hojun 496
Yona Yona Ale

Wine

Lemon sour variations ALL ¥550
レモンサワー

ジンジャーレモンサワー
Ginger lemon sour

スパークリング 〜

セグラ ヴューダス ラヴィット
ブルート ナチュレ

Cocktails

glass ¥1,200 / Bottle ¥7,000

Gin & tonic

Segura Viudas Lavit Brut Nature Cava

ジントニック

¥600

〜 White

ミモザ

¥600

アペロール&ソーダ

¥650

ティオペペ＆トニック

¥650

ティオヒート

¥650

白

〜

チャコリ カチニア

ノンアルコールビール

シャトー デュ リヴァル

Non alcoholic wine taste beverage
（red / white）

Whisky & soda

¥550

Cranberry lemon sour

glass ¥1,400 / Bottle ¥8,000

ノンアルコールワイン（ 赤 / 白 ）

ハイボール

Lemon sour

Non Alcoholic Beverage
Non alcoholic beer taste beverage

Whisky

クランベリーレモンサワー

〜 Sparkling

ALL ¥600

Ice tiramisu
royal milktea

Lemon

オレンジジュース

Ginger ale

Tea Mocktails

Beer selections
Hart Land

Coca-Cola

ティラミスラテ

BAR MENU

Txakoli Katxina

Chateau Du Rival

glass ¥600 / Bottle ¥3,800
〜

Red 赤 〜

ウルテリオール ガルナッチャ
Ulterior Garnacha

glass ¥1,600 / Bottle ¥9,500
クロワ ダルディ
Croix DʼA rdit

glass ¥600 / Bottle ¥3,800

Mimosa

Aperol & Soda

Tio Pepe & Tonic

Tio Jito

