
　ワッフル セット・ケーキセット … ¥1,300 地ビール　マットホップIPA(小瓶)　 … ¥990
コーヒー（　ブレンド　・　アメリカン　・　エスプレッソ　) … ¥700 　　Waffle set・Cake set （単品￥700） 　Craft Beer　'Matto Hop IPA'

　 Blend Coffee 　・　 Mild coffee 　・　 Espresso 地ビール　ヤイヤイペールエール（小瓶） … ¥990
アイスコーヒー … ¥700 Craft Beer　'YaiYai Pale Ale'

　 Iced Coffee 地ビール　ココイラエール（小瓶） … ¥990
カプチーノ … ¥800 Craft Beer　'Quocoira Ale'

　 Cappuccino 季節限定地ビール　ｱﾁｰﾗｾｿﾞﾝ(夏)ｻﾐｰﾃﾞｽﾀｳﾄ(冬) … ¥990
カフェオレ (　HOT or Cold　) … ¥800 Craft Beer　'Acii la Saison'   ・ 'Samydé stout'                                                                                                                                                                                                             '

　 Café au lait 　 HOT or Cold グラスシャンパン … ¥1,980
　Glass Champagne

紅茶　（　ダージリン　・　アールグレイ　・　ニルギリ　） … ¥800 東急ハーベストクラブオリジナルグラスワイン　
　 Black Tea 　　　 Darjeeling 　 or 　 Earl Grey 　 or 　 Nilgiiri Glass of　Wine (　Red　or　White　)

アイスティー　 … ¥700 赤　ラ・クロワザード　ルージュ … ¥1,100
　 Iced 　 Tea 白　ラ・クロワザード　ブラン … ¥1,100

ハーブティー 信州産無農薬ハーブを5種類ご用意いたします。 … ¥900
　 Herb Tea 　　 マロウ・カモミール・ミント・オレガノ・レモンバーム I.Wハーパー　ゴールドメダル … ¥800

 I.W Harper GOLD MEDAL

〜 上記ハーブティーは、おかわりのご⽤意がございます。　〜 シーバス・リーガル 12年 … ¥1,000
　Chivas Regal　12y

ジャックダニエル … ¥1,100
信州産　赤葡萄ジュース … ¥700 　Jack and Daniel

　 Grape juice ‘Concord’

信州産　完熟林檎ジュース … ¥700
　 Ripe apple juice

カナダドライジンジャエール … ¥700
　`Canada dry' Ginger ale

コカコーラ … ¥700
　`Coca-Cola'　Coke ジントニック … ¥950
⿊ウーロン茶 … ¥700 　Gin and tonic

　Black oolong tea  ブレンドコーヒー・紅茶・ハーブティー・オレンジジュース スクリュードライバー … ¥950
　Screw driver

ウォッカトニック … ¥950
　Vodka and Tonic

カンパリ・カシス　ベース … ¥950
  　（　種類は日替わりでございます。　） … ￥200〜 　Campari ・　Cassis　Base

ソフトクリーム各種 … ¥660 〜 下記よりお選びください。　〜
　　　　Soft serve icecream

〜 下記よりお選びください。　〜

〜 　上記セットのお飲物は、Set Drinkよりお選びください。　〜
Set Drink           

Danish Pastry

Soft　Serve Icecram 　デニッシュペストリー
　　Danish pastry

Coffee ・Tea ・Soft Drink Sweet　Set Beer　・　Wine

Whiskey　・　Brandy

Cocktail

食材によるアレルギーや食事制限・制約のあるお客様は、係りにお申し付けください。
Kindly inform us if you are allergic to certain foods or are observing dietary restrictions.

営業時間
OPEN 10:00〜16:00（最終入店）

ナイトラウンジ 16:00〜19:30

◆プレミアムバニラ Vanilla ◆プレミアムチョコレート Chocolate

◆プレミアム生キャラメル Raw caramel

◆プレミアム抹茶 Matcha ◆プレミアム宮崎マンゴー Miyazaki 

食材の都合により、メニュー内容等が変更となる場合がございます。
Kindly note that menu items and ingredients may be subject to change.

表⽰価格には、税⾦が含まれております。
Prices inclusive of consumption tax.

ガトーショコラ
Chocolate cake 

◆ ソーダ Soda ◆ オレンジ Orange

ベルギーワッフル
 Belgian waffles

ピスタチオのムース
Pistachio mousse 

林檎のタルト
Apple tart

カットの大きいリンゴで
シャキシャキ感を活かしています。

コクのあるチョコレートを使用し
しっとりとした食感に焼き上げました。

ふんわりとしたムースの中に
ベリーのソースが入ったムースです。

焼きたてのワッフルにアイスや
生クリームをつけてお召し上がりください。



Shrimp bisque soup

※写真はイメージです。

十八穀ライスと旬野菜のビーフカレー  　中辛
18grain rise  Beef curry
＊コーヒーまたは紅茶付き

ピッツァ マルゲリータ（　サイズ約22cm　）
Pizza Margherita ＊コーヒーまたは紅茶付き

海⽼のビスクスープ(パン付き)　＊コーヒーまたは紅茶付き ¥1,500

¥1,600ホットサンド    　　　　　＊コーヒーまたは紅茶付き
Hot sand

¥1,600

¥1,700

〜フード〜 FOOD 11︓30〜13︓30

海⽼の濃厚な旨味と⾹りの贅沢な
スープ。
パンにつけて食べても絶品です。

こんがりと焼き上げたパンの間に、
ハムとチーズ、ミートソースの入った
サンドイッチです。
アゼリア人気商品です。

健康に優しい十八穀入りのライスと
旬野菜の特製ビーフカレー。
是非ご賞味ください。

外はかりっと中はモチモチとした
食感を楽しめるピッツァです。

表示価格には、税金が含まれております。
Prices inclusive of consumption tax.


