
BEVERAGE

※All prices are exclusive of the consumption tax charge.　※表示価格に消費税は含まれておりません。

（HOT / COLD）¥360ブラック コーヒー 

ドリップコーヒー

Drip Co�ee

（HOT）¥400

さくらソースを閉じ込めたいちごミルクスムージーに、果肉の食感を活かした
いちごソースと一緒に。香川の伝統菓子「おいり」で彩りを添え、ほど良い
甘さと桜の風味がふわりと広がります。　

（HOT / COLD）¥400

DRIP COFFEE

エスプレッソESPRESSO

お茶TEA

生キャラメル コーヒー

Drip Co�ee 
with Sweet Caramel Sauce

ソフトドリンク

¥500

（HOT / COLD）¥400はちみつレモネード  
Honey Lemonade

SOFT DRINK

スムージー / フローズン / アイスクリームSMOOTHIE / FROZEN / ICE CREAM

（HOT / COLD）¥440
チョコレート（ホイップクリーム付）

（プレーン / シナモン） 

Chocolate with Whipped Cream
 (Plain / Cinnamon)

（COLD）¥400シチリア産 ブラッドオレンジジュース
Blood Orange Juice

（COLD）¥400アップルジュース
Apple Juice 

Free

Free

Low-fat Milk / Non-fat Milk Soy Milk

¥480フローズン チョコバナナ（生バナナ使用）
Frozen Chocolate Banana

¥480フローズンエスプレッソ
Frozen Espresso

¥420アフォガート
A�ogato

¥600アサイーバナナヨーグルトスムージー
Acai berry, Banana & Yogurt Smoothie

低脂肪乳 / 無脂肪乳 豆乳 ¥50

Fresh Milk (20ml)

Honey

牛乳 （20ml まで ）

はちみつ 

Brown Sugar Syrup
くろみつ 

Cinnamon Powder 
シナモンパウダー 

Espresso 1 shot 
エスプレッソショット

Saurce / Whipped Cream / Condensed Milk 

Sliced Lemon / Cut Lime

ソース / ホイップクリーム / 練乳  

Jam / Butter 
ジャム / バター 

スライスレモン / カットライム ¥50/each

カスタマイズCUSTOMIZE

（COLD）¥400キャレブズ　コーラ 
'CALEB's KOLA' Crafted Cola

（COLD）¥300富士ミネラルウォーター
FUJI Mineral Water (Still Water)

（COLD）¥350ウィルキンソンジンジャーエール （甘口 / 辛口）
WILKINSON Ginger Ale (Mild / Dry)

（COLD）¥460富士プレミアム スパークリングウォーター
FUJI Premium Sparkling Water

（HOT）¥350エスプレッソ ダブル
Espresso Double

（HOT）¥360カフェ マキアート
Ca�è Macchiato

（HOT / COLD）¥380

（HOT）¥380カプチーノ
Cappuccino

（HOT / COLD）¥400カフェ ラテ
Ca�è Latte

（HOT / COLD）¥460

（HOT / COLD）¥440

（HOT / COLD）¥340抹茶緑茶
"Matcha" Green Tea  

（HOT / COLD）¥400ロイヤルミルクティー
Stewed Milk Tea (Assam) 

（HOT / COLD）¥440マサラチャイ
Masala Chai

（HOT / COLD）¥440ほうじ茶黒蜜ラテ（ホイップクリーム付）

"Hojicha" Roasted Green Tea Latte
with Whipped Cream  

（HOT / COLD）¥440抹茶黒蜜ラテ（ホイップクリーム付）

"Matcha" Green Tea  Latte 
with Whipped Cream

（HOT / COLD）¥340紅茶

フレーバーティー アールグレイ

Black Tea

（HOT）¥340セレクトティー（次の中よりお選びください）

Select Tea・・・
Please choose your favorite flavor from below

Earl Grey・Flavored Tea 

その他 五穀茶・・・ノンカフェイン 
Five grains tea・・・Non-Ca�eine ・Others

ハーブティー

カモミールミント / レモングラスミント / 
レモングラスローズヒップ

Chamomile & Mint / 
Lemongrass & Mint / 
Lemongrass, Rosehip & Hibiscus

・Herb Tea

ウィンナー コーヒー

Vienna Co�ee 
(Drip Co�ee with Whipped Cream)

カフェ アメリカーノ
Ca�è Americano

カフェ モカ（ホイップクリーム付）

Ca�è Mocha
with Whipped Cream

カフェ 生キャラメル ラテ

Ca�è Latte
with Sweet Caramel Sauce

【Change / 変更】

【Additional items / 追加】

Spring Special             
春の訪れを楽しむ　彩りスムージー

SAKURA Berry  
さくらベリー

¥500MATCHA Berry
まっちゃベリー

Season's  Special

（HOT / COLD）¥340白桃ローズヒップティー
White peach & Rosehip Tea

甘酒ラテ

AMAZAKE Latte 
(Japanese fermented rice drink with milk)

SAKURA Berry ／ MATCHA Berry （イメージ）

（HOT）¥440

Savor the flavors of SAKURA sauce-infused strawberry milk smoothie 
together with   our fruit-filled strawberry  sauce. The "Oiri", a traditional 
Kagawa candy. adds color to complete  this  perfectly sweet smoothie 
fragranced with sakura.

甘さ控えめの濃厚抹茶スムージーに、甘酸っぱいミックスベリーのソースを
合わせました。抹茶の苦み、ミックスベリーの酸味とクリームの甘味が奏でる
ハーモニーをお楽しみください。

Combined with our subtly-sweet, rich matcha smoothie is a delightfully 
tart mixed-berry sauce. Relish in the glorious spring harmony of the snowy 
ice texture, the bitterness of the matcha, the tartness of the mixed berries, 
and the sweetness of the whipped cream.


