選べる
ドリンク付
※右�記黒枠の中より
お選びください。

Plate set

Set menu
ドリンク付

たまごサラダ

Drink

・当店はセルフサービスとなっておりますので、ご注文はレジにて承ります。
・パン売り場でお買い上げの商品を店内でお召し上がりの際は､ワンドリンク
のご注文を頂いております。
・

ロイヤルミルクティー

こちらのマークがついているメニューはお持ち帰りいただけます。

(ホット・アイス)
Royal milk tea(Hot/Iced)

with drink

ツナマスタードポテト

¥460 /

¥452

セットメニューのドリンクはこちらから
お選びください。
※ ¥430のドリンクは＋¥50でセットドリンクにできます。

レーズンバター

キャロットラペ

オレンジクリームチーズ

Renewal

エビとトマトソースのグラタン
プレートセット

雑穀生活のせのせプレート

Plate set with drink(Multi cereal bread）

※トーストには無塩バターを塗っております。

コーヒー (ホット・アイス)

¥1,100

Gratin plate set with shrimp and tomato sauce

ペンネのボロネーズグラタンと
とうもろこしのスーププレートセット

¥1,100

Penne bolognese gratin with corn soup plate set

Tartine & Sandwich

ドリンク付

Coffee (Hot/Iced)

¥1,100

¥350 /

¥344

紅茶 (ホット・アイス)
Tea (Hot/Iced)

ミルク (ホット・アイス)

with drink

Milk (Hot/Iced)

アップルジュース
Apple juice

オレンジジュース
Orange juice

Clam chowder soup plate set

Pasta

トマトジュース

ミネストローネスープ
プレートセット

クラムチャウダースープ
プレートセット

¥980

ミニバタートースト＆ミニサラダ
& ドリンク付

with buttertoast ＆ salad ＆ drink

Minestrone soup plate set

エッグサラダ＆スモークロースハム

¥920

Tartine "Egg salad & smoked roast ham"

À la carte
クラムチャウダー

クラッカー添え

(カップ)

(ボウル)

とうもろこしのスープ

(カップ)

Corn soup
Spaghetti Tomato sauce and mozzarella cheese

¥980

(ボウル)

ミネストローネ

(カップ)

Minestrone

(ボウル)
(カップ )

オニオングラタンスープ
Onion Gratin Soup

¥390
¥383
¥600
¥380
¥374
¥580
¥360
¥354
¥550
¥580

レーズンとミューズリーのヨーグルト
(ボウル )
ほうれん草とベーコンのカルボナーラ
Spaghetti Carbonara(Spinach and bacon.)

Yogurt with muesli ,raisin and honey

¥980

スモールサラダ
Small salad

Tartine "Ratatouille"

Tart & Cake

Clam chowder

モッツァレラチーズとトマトソース

¥1,080

ラタトュイユとベシャメルソース

¥360
¥360

ドリンク付

パン・ド・カンパーニュの
クロックムッシュ
Pain de campagne
"Croque monsieur"

¥870

with drink

¥800

ガトーショコラセット
Chocolat cake with drink

チーズケーキセット

Baked cheese tart with drink

¥800

Cannelé de Bordeaux with drink

¥600

ザクロジュース

Cafe cappuccino (Hot/Iced)

Pomegranate juice

カフェ･モカ (ホット・アイス)

アップルタイザー

Cafe mocha (Hot/Iced)

カヌレ・ド・ボルドーセット

(ホット・アイス)

カプチーノ (ホット・アイス)

¥800

キャラメルマキアート
Caramel macchiato(Hot/Iced)

¥800

Sweet potato and apple tarte
Pear tart with drink

¥354

Cafe latte (Hot/Iced)

Chestnut and nut tart with drink

洋梨のタルトセット

¥360 /

カフェ･ラテ (ホット・アイス)

※セットのドリンクは右�記黒枠の中よりお選びください。

渋皮栗とナッツのタルトセット ¥800

紅はるか芋とふじりんごの
焼タルトセット

¥950

Tomato juice

Sparkling Apple juice

¥430 /

¥422

ホットコーヒーは+15 0円でおかわりいただけます。
マグカップをレジカウンターまでお 持ちください。

Ice cream
バニラアイスクリーム
Vanilla ice cream

A reﬁll on the Hot Coﬀee is150 yen.
Please bring your coﬀee mug to a staﬀ member at the counter.
＊ホットコーヒーをご注文のお客様に限ります。

¥340

※写真は全てイメージです。 ※価格は全て税込です。
※アレルゲンについては従業員にお問い合わせください。

