MENU

安心してお召し上がりいただくために

To have you eat the dessert safely.

〈食物アレルギーマーク〉 Food Allergen
小麦

卵

乳

落花生

オレンジ

キウイフルーツ

くるみ

ごま

さけ

大豆

バナナ

豚肉

もも

リンゴ

ゼラチン

wheat

orange

salmon

peach

egg

kiwifruits

soybeans

apple

milk

walnuts

banana

peanuts

sesame

pork

gelatin

● お一人様１オーダー制とさせていただいております。
Minimum one order per person, please.

● 白玉を含むデザートをお召し上がりの際、お子様やご年配の方がのどに詰まらせてしまう場合があります。
ご希望により、召し上がりやすいように小さくお切りいたします。

We will cut Shiratama into small pieces upon request so you may consume them easily.

● 一部メニューには、アルコールを使用しています。アルコールに弱い方、お車でお越しの方は、お控えください。

Certain items contain alcohol. For those who are intolerant or driving a car, please kindly avoid consumption.

（

）内の金額は本体価格です
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季節のおすすめデザート
Seasonal Desserts

すいかのみぞれ

Watermelon Shaved Ice

ドリンクセット￥1,188 （¥1,100） 単品 ￥864 （¥800）

小豆をすいかの種に見立てたみぞれは、味わいもまさにすいかそのもの。
ラム酒で香りをつけたあんソースと召しあがれば上品なスイーツに。

アルコール使用
Contains alcohol
※アルコールなしもご用意ございます

ドリンクセット ＋￥324（¥300） 下記よりお選びください。
Drink set

Please Choose a Drink

サイドメニューを除く全てのデザートが対象です。
Drink set applies to all the menu except for the side menu.

コーヒー
Coﬀee

HOT

COLD

浅蒸煎茶
Green tea

HOT

COLD

＊レモンやミルクご希望の方はお申し付けください。

紅茶 ＊

Black tea

HOT

COLD

Please request for lemon or milk as necessary.

食物アレルギー物質です。詳細は1ページをご覧ください。

33円であんペースト増量OK

The orange marks indicate food allergen contained in the menu.

Bonus An-Paste option available.

For the further details, please refer to the 1st page.
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デザート
Desserts

レモンと白あんのケーキ

Lemon and White Azuki Bean Cake

ドリンクセット￥1,048 （¥970） 単品 ￥724 （¥670）

白小豆でつくった白あんに、レモンを合わせ、
しっとりやわらかめに焼きあげました。レモン
ジャムと酸味のあるクリームを添えて。

TAKE
OUT

焼菓子のみ

あずきとカカオのフォンダン パイナップルジャム
Azuki and Cacao Fondant with Pineapple jam

ドリンクセット￥1,048 （¥970） 単品 ￥724 （¥670）

トラヤカフェのスペシャリテを夏向けにアレン
ジ。シナモンとポートワインの香る、あんと
チョコレートの濃厚な焼菓子。さわやかな酸
味のパイナップルジャムを添えて。
アルコール使用
Contains alcohol

TAKE
OUT

焼菓子のみ

あずきとカカオのガトー

Azuki and Cacao Gâteau

ドリンクセット￥972 （¥900） 単品 ￥648 （¥600）

こしあんと小倉あんを合わせて、メレンゲで
ふっくら焼きあげました。ラム酒の風味とピー
ナッツペーストがほんのり香ります。
抹茶パウダーとジンジャークリームを添えて。
アルコール使用
Contains alcohol
TAKE
OUT

焼菓子のみ
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デザート
Desserts

プーアール茶風味の葛汁粉（冷製）
Pu'er Tea Flavored Oshiruko with Kuzu（Iced）

ドリンクセット￥1,026 （¥950） 単品 ￥702 （¥650）

こしあんをプーアール茶で割り、葛でとろみを
つけた香り良いお汁粉。
（おこし付き）

ミルク葛ゼリー 桃とベリー

Milk and Kuzu Jelly Peach and Berries

ドリンクセット￥1,080 （¥1,000） 単品 ￥756 （¥700）

葛でとろりと固めたミルクゼリー。赤桃のソル
ベと白桃のゼリーに酸味のきいたラズベリー
ソースを合わせ、爽やかに仕上げました。
アルコール使用
Contains alcohol

ドリンクセット ＋￥324（¥300） 下記よりお選びください。
Drink set

Please Choose a Drink

サイドメニューを除く全てのデザートが対象です。
Drink set applies to all the menu except for the side menu.

コーヒー
Coﬀee

HOT

COLD

浅蒸煎茶
Green tea

HOT

COLD

紅茶 ＊

Black tea

HOT

COLD

＊レモンやミルクご希望の方はお申し付けください。 Please request for lemon or milk as necessary.

食物アレルギー物質です。詳細は1ページをご覧ください。

33円であんペースト増量OK

The orange marks indicate food allergen contained in the menu.

Bonus An-Paste option available.

For the further details, please refer to the 1st page.
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サイドメニュー
Side Menu

※イメージ

グラノーラ
Granola

￥451（¥417）

全粒粉スコーン
牛乳・豆乳・ヨーグルトからお選びください。
Please Choose : Milk・Soy milk・Yogurt

Whole wheat ﬂour Scone

￥350（¥324）

牛乳・ヨーグルト Milk・Yogurt

豆乳 Soy milk

ドリンクセットメニュー

Drink Set Menu

※イメージ

ミニデザートプレート
Small Dessert Plate

ドリンクセット￥918 （¥850）
単品 ￥594 （¥550）

季節の野菜スープと全粒粉スコーン
Seasonal Vegetable Soup
with Whole Wheat ﬂour Scone

ドリンクセット￥1,404 （¥1,300）
単品 ￥1,080 （¥1,000）

※アレルギーやアルコール使用についてはスタッフまでお尋ねください。
Please ask our staﬀ about the menu containing food allergen and alcohol.

ドリンクはコーヒー・煎茶・紅茶 いずれかお選びください。

A

Please Choose a Drink（Coﬀee,Green tea,Black tea）
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ドリンク
Beverages

温かいお飲物

Hot Beverages

あんペーストドリンク

あんペーストカフェオレ ￥702（¥650）
An-Paste Café au Lait

あんペースト抹茶オレ

￥756

An-Paste Matcha au Lait

（¥700）

コーヒー

￥540（¥500） おかわり＋￥ 216（¥200）

カフェオレ

￥648（¥600）

Coﬀee

Café au Lait

浅蒸煎茶 （月心の庵）

￥540（¥500）

ほうじ茶 （加賀棒茶）

￥540（¥500）

Green tea

Houjicha roasted tea

紅茶

Black tea

￥540（¥500）

＊レモンやミルクご希望の方はお申し付けください。

Please request for lemon or milk as necessary.

和三盆糖入りミルクティー
Milk tea（with Wasambon syrup）

￥648（¥600）

ルイボスティー [レモングラス] ￥648（¥600）

Rooibos tea [Lemongrass]

食物アレルギー物質です。詳細は1ページをご覧ください。
The orange marks indicate food allergen contained in the menu.
For the further details, please refer to the 1st page.
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ドリンク
Beverages

冷たいお飲物

Cold Beverages

あんペーストドリンク

あんペーストカフェオレ

￥702（¥650）

An-Paste Café au Lait

あんペースト抹茶オレ

￥756

An-Paste Matcha au Lait

コーヒー

￥540（¥500）

カフェオレ

￥648（¥600）

Coﬀee

Café au Lait

（¥700）

浅蒸煎茶 （月心の庵）

￥540（¥500）

ほうじ茶 （加賀棒茶）

￥540（¥500）

Green tea

Houjicha roasted tea

紅茶

Black tea

￥540（¥500）

＊レモンやミルクご希望の方はお申し付けください。

Please request for lemon or milk as necessary.

和三盆糖入りミルクティー

￥648（¥600）

Milk tea（with Wasambon syrup）

ルイボスティー [ レモングラス ]
Rooibos tea [Lemongrass]

あずき茶

( 和三盆糖みつ付き）

￥648（¥600）

￥540（¥500）

Azuki bean tea（with Wasambon syrup）

みかんジュース

Mandarin orange juice

￥648（¥600）
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ランチセット （ドリンク付き）
Lunch Set Menu（with
Aセット

ALL ¥1,101（¥1,019）

drink）

11:00 -14:00 Last Order

季節の野菜スープと全粒粉スコーン

（にんじん）

Seasonal Vegetable Soup with Whole Wheat ﬂour Scone

ほんのりスパイスが香るにんじんベースのスープに、
じゃがいも・トマト・玉ねぎ・赤パプリカをミックス。
大ぶりのスコーンを添えて。

１食あたり 690kcal
B セット

食塩相当量 2.7g

季節のベジプレート
Seasonal Veggie Plate

色とりどりの野菜を盛り合わせたヘルシーでボリュー
ムたっぷりのプレートです。

１食あたり 451kcal
C セット

食塩相当量 2.4g

※イメージ

スパイシーラタトゥイユ ターメリックライス サラダ添え
Spicy ratatouille with Turmeric rice served with Salad

夏野菜のラタトゥイユにターメリックライスを合わせ
ました。数種類のスパイスが香ります。
お米は国内産を使用しています
We use Japanese rice

１食あたり 484kcal

食塩相当量 1.8g

※栄養成分について：実際の商品は数値に誤差が出る可能性がありますので、目安としてご利用ください。

ランチセットのドリンクを下記よりお選びください。 HOT

COLD

Please Choose a Drink

コーヒー
Coﬀee

ミニスープ

Mini size Soup

浅蒸煎茶

紅茶 ＊

Green tea

Black tea

＊レモンやミルクご希望の方はお申し付けください。

Please request for lemon or milk as necessary.

＋￥281 （¥260）

季節ごとの味を少量でお楽しみいただけます。

デザートもご一緒に
・ミニアイスクリーム付き
With small ice cream

※イメージ

※アレルギーやアルコール使用についてはスタッフまでお尋ねください。

Please ask our staﬀ about the menu containing food allergen and alcohol.

＋￥173 （¥160）

・ミニグラノーラヨーグルト付き ＋￥173

（¥160）

With small Granola Yogurt

・ランチセットをご注文いただいた方のみ店内デザート全品100円引き（本体価格）で
ご注文いただけます。デザートメニューからお選びください。
If you order a lunch-set, you may order any in-store desserts with 100 yen discounted price before tax.
Please choose from the dessert menu.

食物アレルギー物質です。詳細は1ページをご覧ください。

33円であんペースト増量OK

The orange marks indicate food allergen contained in the menu.

Bonus An-Paste option available.

For the further details, please refer to the 1st page.

※栄養成分について：実際の商品は数値に誤差が出る可能性がありますので、目安としてご利用ください。
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