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アボカド＆ソーセージ
クリーミーなスクランブルエッグと爽やかな
レモンハーブソーセージを一緒に

※フレンチトーストは1枚

※フレンチトーストは1枚
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ルーベン
パストラミビーフにザワークラウトと
スイスチーズをサンド
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生ハムとカマンベール
サラダたっぷりのフレンチトースト、
クランベリードレッシングで仕上げました
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パーフェクトチョコレート
たっぷりのチョコレートソースと
アーモンドの食感が楽しめる一品
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アップルシナモン
温かいアップルシナモンに
バニラアイスクリームを添えて

ドリンクセット����� ���
 単品 ����� ���

特定原材料７品目：小麦、卵、乳
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ドリンクセット����� ���
 単品 ����� ���

洋ナシ
ほのかに香る紅茶の洋なしコンポートに
キャラメルとラズベリーで甘酸っぱさをプラス

ドリンクセット����� ���
 単品 ����� ���

特定原材料７品目：小麦、卵、乳

���������	�������������� �����������������
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クラシック
シンプルにカルピスバターと
メープルシロップで
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ミックスベリー
ストロベリー、ブルーベリー、
ラズベリー、はちみつをかけて

ドリンクセット����� ���
ベリー増量 ��� ���

 単品 ����� ���

特定原材料７品目：小麦、卵、乳

��������������������������	��������������
����������

ドリンクセット����� ���
バニラアイス追加 ��� ���

 単品 ��� ���

特定原材料７品目：小麦、卵、乳

キャラメルペカンナッツ
仕上げに海塩を散らし、
キャラメルソースをより引き立たせた一品

ドリンクセット����� ���
 単品 ��� ���

特定原材料７品目：小麦、卵、乳
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特定原材料７品目：小麦、卵、乳

ドリンクセット����� ���
 単品 ����� ���

特定原材料７品目：小麦、卵、乳

ドリンクセット����� ���
 単品 ����� ���

特定原材料７品目：小麦、卵、乳

ドリンクセット����� ���
 単品 ����� ���

特定原材料７品目：小麦、卵、乳

������������ ����������� 

�����

バナナブリュレ
キャラメリゼしたバナナと
チョコレートソースを合わせて

ドリンクセット����� ���
����� ��� 単品 

特定原材料７品目：小麦、卵、乳

�����������������������������������������������������
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シナモンフロスト
シナモンシュガーをフレンチトーストの
上からかけたシンプルな一品

各フレンチトースト・サラダは
　フレンチトーストを  枚               にて追加できます

ドリンクセット����� ���
 単品 ��� ���

+

特定原材料７品目：小麦、卵、乳
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キッズプレート
オムハヤシライスと
フレンチトーストのココットデザート

特定原材料７品目：小麦、卵、乳

小学生以下のお子様が対象です
オレンジジュース、またはリンゴジュース付き

��� ������

粒マスタードを生クリームでまろやかにした
クリームソースのフェットチーネ

ドリンクセット����� ���
 単品 ����� ���

特定原材料７品目：小麦、乳、エビ

�����������
ミックスサンド
���������	

ドリンクセット����� ���
 単品 ����� ���

特定原材料７品目：小麦、卵、乳

きのこのボロネーゼ
きのこたっぷりのボロネーゼスパゲッティ
トースティーズ 定番の 冬の人気メニュー

ドリンクセット����� ���
 単品 ����� ���

特定原材料７品目：小麦、卵、乳
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グリーンサラダ
ドリンクセット ��� ���

 単品 ��� ���

 単品 ��� ���

エビとブロッコリーの
マスタードクリーム フェットチーネ
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ラ・マーレ風ハヤシライス
赤ワインと牛肉をたっぷり使用した濃厚ソース

仕上げにフライドオニオンを乗せて

ドリンクセット����� ���
 単品 ����� ���

特定原材料７品目：小麦、乳
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＊表示価格はすべて税込価格です　　ver.YO-191016

定番の
オススメ

定番の
オススメ

季節の
オススメ
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紅茶でコンポートした洋ナシと
キャラメルのパフェ

ミントと柑橘の爽やかな
トースティーズ 定番の一杯

季節のシャーベット
���������������

ドリンクセット ��� ���
 単品 ��� ���

特定原材料７品目：卵、乳

ドリンクセット ��� ���
 単品 ��� ���

シブースト
�	�����

特定原材料７品目：小麦、卵、乳
ドリンクセット��� ���

 単品 ��� ���
ドリンクセット��� ���

 単品 ��� ���
ドリンクセット��� ���

 単品 ��� ���

ドリンクセット��� ���
 単品 ��� ���

イチジクのタルト
�������

特定原材料７品目：小麦、卵、乳

ドリンクセット��������
 単品 ������

ドリンクセット��������
 単品 ������

ドリンクセット��������
 単品 ������

ガナッシュショコラ
�����	���	������

特定原材料７品目：小麦、卵、乳

��� ���

レモンのシフォン
��
����	���

特定原材料７品目：小麦、卵、乳

バニラアイスクリーム
�������� �������


特定原材料７品目：卵、乳

特定原材料７品目：乳

フレッシュミントクーラー
����	�����������

甘酸っぱいベリーと
　　　ミルクのスムージー

��� ���

ミックスベリースムージー
������������
���	�

ローズマリーやミントの香る
はちみつシロップの
　　　　　レモンスカッシュ

��� ���

ハーブハニー
レモンスカッシュ

�������������
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フローズンドリンクと
アイスティーと合わせて
味の変化をお楽しみください

��� ���

グリーン
　アップルティー

���������������

ドリンクセット����� ���
 単品 ��� ���

特定原材料７品目：小麦、卵、乳

洋ナシパフェ
������������

チョコレートパフェ
�	��������������

ドリンクセット����� ���
 単品 ��� ���

特定原材料７品目：小麦、卵、乳

＊表示価格はすべて税込価格です　　ver.YO-191016

＊ケーキはアルコールが含まれています
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マリーアントワネット

アールグレイ

ニナスブレンド

コーヒー

アッサム

カフェインレスコーヒー

�����������+

������ � お飲み物はこちらよりお選びください

オレンジ・ピーチチェリーのフレーバー

りんごの香りにローズの花びらをあしらいました

[紅茶]

[紅茶]

[紅茶]

[紅茶]

[４種のブレンドハーブティー]

[４種のブレンドハーブティー]

[ハーブティー]

[ハーブティー]
レモンor ミルク

レモンor ミルク

特定原材料７品目：乳

特定原材料７品目：乳
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ブラックカラントティー

アイスコーヒー

オレンジジュース

アイスティー
カシスのフレーバー

カシスのフレーバー

レモンor ミルク
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ローズ

季節のハーブティー

レモンブレンド

カフェラテ

フレッシュミントティー

カプチーノ

レモングラス/レモンバーベナ/レモンピール/スペアミント

ローズ/ハイビスカス/カモミール/レモングラス
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特定原材料７品目：乳
アイスカフェラテ
����������������

ショコラマロン マロンロール
�	�������������

特定原材料７品目：小麦、卵、乳

�����������
チーズケーキ
�	���������

特定原材料７品目：小麦、卵、乳 特定原材料７品目：小麦、卵、乳

季節の
オススメ

季節の
オススメ

マリーアントワネット

エスプレッソ

ニナスブレンド

コーヒー

カフェインレスコーヒー

オレンジ・ピーチチェリーのフレーバー

りんごの香りにローズの花びらをあしらいました

[紅茶]

[紅茶]

[４種のブレンドハーブティー]

[４種のブレンドハーブティー]

特定原材料７品目：乳

特定原材料７品目：乳

特定原材料７品目：乳

特定原材料７品目：乳
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ココア

カフェラテ

アッサム

カプチーノ

[紅茶]

レモンor ミルク
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アールグレイ
[紅茶]

レモンor ミルク����������
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ローズ

季節のハーブティー

レモンブレンド

フレッシュミントティー

レモングラス/レモンバーベナ/レモンピール/スペアミント

ローズ/ハイビスカス/カモミール/レモングラス
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カップスープ
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ロイヤルミルクティー
[紅茶]
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ジンジャーエール

アイスティー

ミントクーラー
フレッシュ

アイスコーヒー

アイスカフェラテ
特定原材料７品目：乳

特定原材料７品目：乳

特定原材料７品目：小麦 ・乳
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アップルジュース

ブラックカラントティー

サンペリグリノ

オレンジジュース

レモンor ミルク
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コカコーラ
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レモンスカッシュ
ハーブハニー
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　　スムージー
ミックスベリー
��	���������
����	�

��� ��� 

アップルティー
グリーン
��������������

��� ��� 
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スパークリングワイン

赤ワイン

白ワイン
������	��
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ハートランドビール
���������������
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