Menu

2杯目のお飲み物は１００円引きです。（レシートをレジまでお持ちください。）

100yen off for refills. Please bring your receipt to the cashier.
※ 価格は全て（￥）。消費税込みです。
ドリンクはドリンクメニューよりお選びください。
Please choose from the drink menu.
ケーキ原材料名
○ ガトーショコラカップケーキ
○ バナナ・クルミカップケーキ

チョコレート、無塩バター、ココアパウダー、卵、グラニュー糖、胡桃
無塩バター、グラニュー糖、卵、小麦粉、ベーキングパウダー、バナナ、胡桃

～ 軽食メニュー Light Meal Menu ～
信州トースト

バター、ジャム付き (butter and jam)
写真はドリンク＋スープセット

Toast from Karuizawa Asanoya's White Bread

単品 A la carte
＋ ドリンク drink

500
800
＋ ドリンク ＋ スープ drink+soup 1,000
＋ ドリンク ＋ スープ （大）drink+soup Large
1,200
● トッピング topping 又はバター変更 Change the butter. （ジャムは付きません。）No Jam.
つぶあん or メープルシロップ or フランス産高級発酵バターエシレ 有塩 10g
+100
sweet red-been paste or maple syrup or ECHIRE Butter

チーズトースト
Cheese toast
単品 A la carte
＋ ドリンク drink

700
1,000
＋ ドリンク ＋ スープ drink+soup 1,200
＋ ドリンク ＋ スープ （大）drink+soup Large
1,400

写真はドリンク＋スープセット

キーマカレーチーズトースト
Keema curry cheese Toast

写真はドリンク＋スープセット

単品 A la carte
＋ ドリンク drink

800
1,100
＋ ドリンク ＋ スープ drink+soup 1,300
＋ ドリンク ＋ スープ （大）drink+soup Large
1,500

季節のフルーツサンド
Seasonal fruit sandwich
単品 A la carte
900
＋ ドリンク drink
1,200

写真はドリンクセット

フルーツは季節により替わり、価格も替わります。

お子様 くまさんのパンプレート
Children Bread Plate
単品 A la carte
＋ ドリンク drink

500
800
＋ ドリンク ＋ スープ drink+soup 1,000
10枚切りパンまたはミルクロール追加

Bread seconds

150

写真はドリンクセット

サイドメニュー Side Menu
●
●
●
●
●

スープ （大） Large size soup
スープ soup
ショコラとクルミのカップケーキ Chocolate and walnut cupcake
バナナとクルミのカップケーキ Banana and walnut cupcake
天然素材ジェラート ( バニラ、あまおう ） Natural gelato ( vanilla , strawberry ）

600
400
＋400

スイーツ Sweets
クルミのカップケーキプレート （ガトーショコラ / バナナ）
クマさんのクルミカップケーキ (こども限定） （ガトーショコラ/バナナ）

ドリンクセット 1,000
ドリンクセット
800

※ ドリンクはドリンクメニュー全てからお選び頂けます。

スペシャルティコーヒー Specialty Coffee
クレバー Clever

ペーパードリップ Pour Over

または
ＯＲ
スッキリとした味わい

プレス French Press

または
ＯＲ
ペーパーとプレスの中間

ｺｰﾋｰｵｲﾙもしっかり

深煎りブレンド （ホット／アイス） コクが特長。
Full City Roast Blend （Hot／Ice） Brazil、Colombia、Guatemala、Papua New Guinea

600

中深煎り ブレンド （ホット／アイス) まろやかな酸味が特長。
Brazil、Colombia、Guatemala、Papua New Guinea
City Roast Blend （Hot／Ice)

550

シングルオリジンコーヒー （ホット／アイス) Single Origin Coffee (Hot／Ice)

600

・ブラジル Brazil （中深煎り ／ 深煎り） (City Roast / Full City Roast)
・コロンビア Colombia （中深煎り ／ 深煎り）
・ケニア Kenya
（中煎り ／ 中深煎り）
5月～9月
・グアテマラ Guatemala （深煎りのみ）
・パプアニューギニア Papua New Guinea （深煎りのみ）
・カフェインレスコーヒー コロンビア Decaf (Colombia) カフェイン90%以上除去

ハワイ島 カウ地区 アイカネプランテーション（中深煎り） （ホット／アイス)

650

Hawaii Ka'u Aikane Plantation （City Roast） (Hot／Ice)
ハワイ島 南部 カウ地区。ベッカー夫妻の経営するアイカネプランテーション。

お食事、ﾃﾞｻﾞｰﾄとｾｯﾄの場合+200yenになります。

ハワイ島 コナ地区 滝沢農園（中深煎り） （ホット／アイス)

700

Hawaii Kona Takizawa Plantation （City Roast） (Hot／Ice)
ハワイ島 東部 コナコーヒーベルトの丘にある滝沢農園。

お食事、ﾃﾞｻﾞｰﾄとｾｯﾄの場合+250yenになります。

マウイ島 マウイモカ ﾏｳｲｸﾞﾛｳﾝｺｰﾋｰ（中深煎り） （ホット／アイス）

650

Maui Mokka (City Roast) (Hot/Ice)
ﾏｳｲ島 カアナパリ地区 ｼﾞｪｰﾑｽﾞ・ｷﾓ所有農園。

お食事、ﾃﾞｻﾞｰﾄとｾｯﾄの場合+200yenになります。

水出し珈琲 （アイス） （中煎り、 深煎り） 5月～9月

600

Water Drip Iced Coffee (In Season Only) (Medium or Full City Roast)
ケニアの豆を使用しています。

お絵かきカプチーノ (ホット）

冷たいカフェラテ （アイス）

Drawing Cappuccino (Hot)

Iced Latte

600

ココア Cocoa
アメリカ西海岸 ギラデリチョコレート社の厳選カカオを使用した本格ココア。

お絵かきココア （ホット／アイス） Drawing Cocoa (Hot/Ice)
オードブルピンで表面にお絵かきができます。 アイスはお絵かきできません。

Adult
Children

600
400

ｶﾚﾙチャペック 厳選 紅茶 Karel Capek Selection Tea
ティーラテ （ホット／アイス）
Tea Latte (Hot / Ice)

600
アッサムを利用したミルクティーです。

NEW スパイスチャイ （ホット／アイス）

700

お食事、ﾃﾞｻﾞｰﾄとｾｯﾄの場合+250yenになります。
Original Spice Chai
ターメリック、特製ジンジャーベース、黒胡椒、シナモン、クローブの香ばしさのアッサム。

アールグレイクラッシック （ホット／アイス） スリランカ
Earl Grey Classic (Hot / Ice)

550

セイロンの銘茶園 「マッタケレ」ディンブラベースの贅沢品。

チルドレンハーブ （ホット／アイス）
（ローズヒップ、ハイビスカス、ストロベリービッツ等）
Children Herb (Hot / Ice)
甘酸っぱくてフルーティー。カフェインレスです。お子様も楽しめます。

Adult
Children

550
400

Adult
Children

500
400

日本茶 Ｊａｐａｎese Tea
ほうじ茶 Houji Tea （ホット／アイス）
静岡 袋井 にしたな

Shizuoka Fukuroi NISHITANA

抹茶ラテ or ほうじ茶ラテ Houji Tea Latte （ホット／アイス）

650

Rich Green Powder Drawing Ｍａｔｃｈａ Latte (Hot / Ice) Ice Matcha Smoothie

お食事、ﾃﾞｻﾞｰﾄとｾｯﾄの場合+200yenになります。

フレッシュジュース Juice
※ セットの場合、単品のものより小さく（少なく）なります。

信州産 （ もも / リンゴ / ぶどう / 牛乳 )

Adult
Children

Made in Shinsyu Peach or Apple or Grape or Milk

オリジナルグリーンスムージー

600
400
650

Original Green Smoothie
小松菜、オレンジ、キーウイ、レモン、バナナ の当店オリジナルスムージーです。

お食事、ﾃﾞｻﾞｰﾄとｾｯﾄの場合+200yenになります。

オリジナルスパイシージンジャーエール

650

Original Spicy Ginger Ale
生姜、鷹の爪、シナモン、クローブで煮詰めたエキスをトニックウオーターで割りました。

お食事、ﾃﾞｻﾞｰﾄとｾｯﾄの場合+200yenになります。

ジェラート Gelato 冷たいデザート
オリジナルアフォガード
Original Affogato with Grand Marnier

ドリンクセット

600
900

Adult
ドリンクセット
Children
ドリンクセット

550
900
400
700

アイスクリームにエスプレッソとリキュールのグラン マルニエがけ。

天然素材ジェラート
Natural materials Gelato

・バニラ （卵、乳）

・ジェラート （あまおう）

