
コーヒー
ほうじ茶
あずき茶
りんごジュース

Coffee

Houjicha roasted tea 

Azuki bean tea

Apple juice

あんドリンク　An Beverages

ドリンク　Beverages
Hot or Cold

Hot or Cold

Cold

Cold

¥ 441

¥ 441

¥ 441

¥ 551

乳を含む

あんペーストメニュー　An Paste Menu

りんごを含む

小麦/乳を含む

あんトースト
[こしあん&黒砂糖とメープルシロップ ]
An Toast [Puréed Azuki Bean・Brown Sugar & Maple Syrup]

あんパン[こしあん]
An-Pan [Puréed Azuki Bean]

¥ 501

全て税込み価格です

あんほうじ茶
An Houjicha roasted tea

¥ 551

あんペーストカフェオレ

あんペースト抹茶オレ

An Paste Café au lait

An Paste Matcha au lait

¥ 611

¥ 661

¥ 421

Hot or Cold

Hot or Cold

Hot or Cold

乳を含む

当店のメニュー品は、すべて同じ調理施設、調理器具を使用しております。

2種類のあんペーストを塗った、シンプルなトースト。バターを添えて。

はちみつ入りで口溶けよく優しい甘さのミルクパンに、
あんペースト［こしあん］をたっぷりつめました。
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あんペースト増量OK  
Extra An Paste Available 

  ドリンクセット  コーヒー または  ほうじ茶　  
Drink Set   Coffee or Houjicha roasted tea  ＋¥331 ＋¥33Hot or Cold  

小麦/卵/乳を含む
はちみつ使用



20210916

期間限定スイーツ　Seasonal Sweets

¥ 751
小麦/卵/乳/大豆を含む

あんパン[和栗]　　  　　　　 　　  　  ¥ 481

国産の新栗と希少な白小豆を贅沢に使い店内で炊き上げた和栗
あんペーストを、やさしい甘さのミルクパンにたっぷりと詰めました。

小麦/卵/乳を含む
はちみつ使用

小麦/卵/乳/アーモンド/ごまを含む

An-Pan [Chestnut]

あんトースト　　　　　　　　　　 　　  ¥ 551
 [和栗&こしあん]または
 [和栗&黒砂糖とメープルシロップ]
An Toast [Chestnut・Puréed Azuki Bean]
 or [Chestnut・Brown Sugar & Maple Syrup]

２種類のあんペーストを楽しめるトーストです。

小麦/乳を含む

全て税込み価格です

 あずきとカカオのフォンダン
 いちじくのコンポート

あんペースト増量OK  
Extra An Paste Available 

  ドリンクセット  コーヒー または  ほうじ茶　  
Drink Set   Coffee or Houjicha roasted tea  ＋¥331 ＋¥33Hot or Cold  

しっとり濃厚な「あずきとカカオのフォンダン」にいちじくのコン
ポートと生クリームを添えた、秋のおすすめです。
プチプチとした果肉感が特徴のいちじくのコンポートは、「あずきと
カカオのフォンダン」と同じ芳醇なポートワインを使用し、甘さは
控えめながらもはちみつを加えてコクのある味に仕上げています。

Azuki and Cacao Fondant with Fig Compote

和栗をつかったスイーツをご用意しました

あんパフェ [和栗] 　　　                  ¥ 801

和栗のあんペーストがたっぷりのった、テイクアウトカップで
気軽に味わえる秋限定のあんパフェ。
秋の味覚である栗を様々な食感と味の変化とともにお楽し
みいただけます。

An Parfait [Chestnut]

アルコール/はちみつ使用

ミルクアイス

和栗羊羹

白玉
あんクッキークラム

和栗のあんペースト

和栗の渋皮煮

あんペースト
[黒砂糖とメープルシロップ]

小豆粉のチュイール

ほうじ茶寒天茶ゼリー



フードメニュー　Food Menu

あんトースト
小麦/乳を含む

２種類のあんペーストメニューと、
２種類のフードメニューよりお好きな
組み合わせをお選びいただけます。
テイクアウトもOKです。

または
あんパン

⬇ ⬇

あんペースト増量OK  
Extra An Paste Available 

  ドリンクセット  コーヒー または  ほうじ茶　  
Drink Set   Coffee or Houjicha roasted tea  ＋¥331 ＋¥33Hot or Cold  

・あんトースト   ¥1,231
・あんパン　　  ¥1,151

・あんトースト　¥1,061
・あんパン　　　  ¥991

ベジボックスセット スープセット

単品メニュー

Veggie Box
ベジボックス　  　￥821

卵/ごまを含む
Seasonal Soup ( Pumpkin and Tomato Soup )

乳/アーモンドを含む
季節のスープ　R ￥661   S ¥441
(かぼちゃとトマトのスープ)

※イメージ

20210916

野菜は仕入れにより変更になる可能性があります
全て税込み価格です

 ベジボックス  スープ卵/ごまを含む

+

または

乳/アーモンドを含む

かぼちゃとトマトのスープ
かぼちゃの甘みにすっきりした
トマトを合わせ、蒸したかぼちゃ
と生クリーム、ローストアーモン
ドを添えた食べ応えのあるスー
プです。※イメージ

ひと手間加え素材の味を
引き出した野菜に、あん
ペーストドレッシングの
甘みと酸味がくせになる
美味しさ。

小麦/卵/乳を含む
はちみつ使用


