
 

 

 

 

 

 

 

 

DESSERT デザート 

Butter milk pancake / Mixed berry pancake / Monthly pancake ＊13:00～のご用意となります。 

バターミルクパンケーキ（メイプルシロップまたはハチミツ）            ￥990 

フルーツパンケーキ（メイプルシロップまたはハチミツ）             ￥1,430 

＋阿波和三盆糖 ￥110  ＋ホイップクリーム ￥220   

＋ヌテラ（チョコ＆ヘーゼルナッツスプレッド） ￥220  ＋お好きなアイスクリーム ￥330 

季節のスペシャルパンケーキ                          ￥1,540 

パンケーキ＆ドリンクセット（お好きなカフェ＆ソフトドリンク）         ＋￥550 

 

Cakes from the Agnes pastry boutique 

アグネス・ペストリーブティックよりケーキ各種                 ￥550～ 

Today’s assorted ice cream & sherbet 

本日のアイスクリーム、シャーベット ３種取り合わせ               ￥770 

 

SNACK & LIGHT MEAL ライトミール 

Today’s salad  

本日のサラダ                          ￥1,210・small ￥770 

Tomato & mozzarella with raw ham 

プロシュートとトマト、モツァレラのカプレーゼ          ￥1,430・small ￥880 

BLTA sandwich: bacon, lettuce, tomato & avocado 

ベーコン、レタス、トマト、アボカドのサンドウィッチ              ￥1,320 

American club house sandwich: egg & chicken 

アメリカンクラブハウスサンドウィッチ                     ￥1,650 

PARK WESTON burger: beef patty, cheese, avocado    

パークウエストンバーガー                           ￥1,650 

Mushroom burger: fried mushroom with cheese, eggplant, etc.    

マッシュルームバーガー                            ￥1,650 

Tortilla pizza MARGHERITA with fresh mozzarella 

モツァレラのマルゲリータトルティーヤピッツァ                 ￥1,210 

Tortilla pizza with bacon, seasonal vegetables & ricotta 

ベーコンと季節野菜、リコッタのトルティーヤピッツァ              ￥1,210 

Tortilla pizza with four cheese 

クワトロフォルマッジ トルティーヤピッツァ                  ￥1,320 

CAFÉ & SOFT DRINKS カフェ＆ソフトドリンク 

Blended coffee  ブレンドコーヒー 

American coffee  アメリカンコーヒー 

Café latte  カフェラテ 

Cappuccino  カプチーノ 

Chocolate café latte  ショコラカフェラテ 

Espresso  エスプレッソ 

Iced blended coffee  アイスブレンドコーヒー 

Ice café latte  アイスカフェラテ 

Iced Darjeeling tea  アイスダージリンティー  

 

MARIAGE FRERES Tea: French breakfast / Orange pekoe / Earl grey / Marco polo 

紅茶 フレンチブレックファスト、オレンジペコ、アールグレイ、マルコポーロ 

Fruits flavored iced tea: Mango / Peach / Litchi / Mandarin Orange 

フルーツフレーバーアイスティー マンゴー、ピーチ、ライチ、マンダリンオレンジ 

French Aroma soda: Raspberry / Blueberry / Kiwi / Banana 

フレンチアロマソーダ ラズベリー、ブルーベリー、キウイ、バナナ 

100% juice: Orange / Grapefruits juice / Apple / Cranberry Juice / mango 

ジュース オレンジ、グレープフルーツ、アップル、クランベリー、マンゴー 

 

American Lemonade  アメリカンレモネード  

Coca Cola  コカコーラ 

Ginger Ale  ジンジャーエール 

Iced oolong tea  ウーロン茶（アイス） 

PERRIER mineral water with gas  ペリエ（炭酸ミネラルウォーター） 

 

BEER ビール 

KIRIN Draft beer “HEARTLAND”   

生ビール キリン「ハートランド」 

Beer 500ml: “HEARTLAND” / “ICHIBAN-SHIBORI” / “SUPER DRY” 

キリン「ハートランド」、 キリン「一番搾り」、 アサヒ「スーパードライ」 

No alcohol beer 334ml: “ZERO-ICHI” / “DRY ZERO” 

ノンアルコールビール キリン「ゼロイチ」、 アサヒ「ドライゼロ」  

 

WINE, COCKTAIL, WHISKEY ワイン、カクテル、ウイスキー  

Wine (Red / White)  ワイン（赤・白）                

Cocktail  カクテル各種 

Whiskey  ウイスキー（ストレート、ロック、水割り、ソーダ割り） 

 

Consumption tax & 10% service charge are included in the price. 上記料金は消費税およびサービス料 10％を含みます。 
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Glass ￥880～・Bottle ¥3,850～ 

¥880～ 

￥830～ 

 

 

 

 


