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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]

あんバン
An Bun

¥ 501

¥ 431

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

小麦を含む

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。

北青山店限定

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。

あんペースト[黒砂糖とメープルシロップ]を、小麦の香り豊かな
深い味わいの蒸し生地「バン」ではさみました｡

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



期間限定スイーツ　Seasonal Sweets

くるみを含む

あん汁粉[こしあん]  おこし付き     ¥ 721
An-Shiruko [Puréed Azuki Bean]  
With Puffed Rice

3/14まで

あんの風味をしっかりと感じられる白玉餅を合わせたお汁粉

あん汁粉[甘酒] 　   ¥ 701
An-Shiruko [Amazake]

1/31まで

20220114

　　　  ¥ 751
小麦/卵/乳/アーモンド/大豆を含む

あんパン[チョコレートとプラリネノワゼット]　　  ¥ 481
小麦/卵/乳/大豆を含む　はちみつ使用An-Pan [Chocolate & Praline Noisette]

あんトースト　　　　　　　　　　 　　  　　　 ¥ 551
 [チョコレートとプラリネノワゼット&こしあん]
  または[チョコレートとプラリネノワゼット&黒砂糖とメープルシロップ]
An Toast [Chocolate & Praline Noisette・Puréed Azuki Bean] 
or [Chocolate & Praline Noisette・Brown Sugar & Maple Syrup]

小麦/乳/大豆を含む

全て税込み価格です

 あずきとカカオのフォンダン ミルクアイスとグリオットソース

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」を温め、コクのあるミルクアイスと
酸味のあるグリオットソースを添えました。
温めることで、なめらかな口どけとなり、5種類のカカオマスをブレンドしたチョコ
レートやポートワイン、シナモンの豊かな味わいがさらに広がります。アクセントの
パリパリとした食感のアーモンドとチョコのチュイルとともにお楽しみください。

Azuki and Cacao Fondant 
with Milk Ice Cream and Griotte Sauce アルコール/はちみつ使用

3/14まで

3/14まで

3/14まで

こしあんを使い、吉野本葛でとろみをつけ、香ばしく
焼いた白玉餅を浮かべました。サクサクとした食感の
もち米のおこしは、くるみと塩味がアクセントになって
います。そのままでも、お汁粉につけても、お好みで
お楽しみください。

チョコレートと、ローストしてキャラメリゼしたヘーゼルナッツを合わせたあんペースト

塩や添加物を加えずに、米糀から作った甘酒を
使ったお汁粉。甘酒の豊かな風味、柔らかな米
の食感をお楽しみいただけます。
※ご注文をいただいてから白玉を茹でる為、
　ご提供までに少しお時間をいただきます。



フードメニュー　Food Menu

あんバンあんパンあんトースト
小麦を含む小麦/卵/乳を含む

はちみつ使用
小麦/乳を含む

+

３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。

20220114

または または

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

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  

※イメージ

+

⬇ ⬇

・あんトースト   ¥1,231
・あんパン　　  ¥1,151
・あんバン　  　¥1,151

・あんトースト　¥1,061
・あんパン　　　  ¥991
・あんバン　　　  ¥991

ベジボックスセット スープセット

 スープ

または

野菜のチャウダー
さまざまな食感の8種類の
野菜を使った、ミルクのやさ
しい甘みがほっと温まるスー
プです。

単品メニュー

Veggie Box
ベジボックス　  　￥821

卵/ごまを含む
Seasonal Soup ( Vegetable Chowder )

季節のスープ　R ￥661   S ¥441
(野菜のチャウダー)

 ベジボックス 卵/ごまを含む

※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/乳/豚肉を含む

小麦/乳/豚肉を含む


