・Umami Chicken Sandwich 〈ウマミチキンサンド〉

¥930

〈コーヒー ホット/アイス〉
・Coffee（ Hot / Iced ）

¥480

・B.L.T.A Sandwich 〈B.L.T.Aサンド〉

¥930

・Cafe Latte（ Hot / Iced ）〈カフェラテ ホット/アイス〉

¥530

・Vegetarhythm Sandwich〈ベジタリズムサンド〉

¥930

・Maple Latte（ Hot / Iced ）〈メープルラテ ホット/アイス〉

¥580

・Organic Hot Tea（ Earl Grey / Darjeeling ）〈オーガニックホットティー アールグレイ / ダージリン〉

¥430

〈オーガニックアイスティー アールグレイ〉
・Organic Iced Tea（ Earl Grey ）

¥480

〈 オーガニックハーブティー カモミール / ローズヒップ& ハイビスカス〉
・Organic Herb Tea（ Chamomile/Rosehip & Hibiscus ）

¥480

・Brown Sugar Chai（ Hot / Iced ）〈黒糖チャイ ホット/アイス〉

¥580

甘い ピリッとした辛さがくせになるチキンサンド。

自家製
ダッチクランチパン

ハム＆レタス＆トマトにアボカドの王道サンド。
グリルなす＆マッシュルーム＆トマト＆アボカドの全てがベジのサンド。

・Vegetable Meatball Sandwich 〈ベジタブルミートボールサンド〉

ベジタブルミートで作るミートボールとマリナラソース（ハーブトマトソース）をからめて。

・Turkey＆Cranberry Sandwich〈ターキー＆クランベリーサンド〉
スモークターキーにクランベリーソースのベストマッチ。

¥930

・Salmon＆Avocado Sandwich〈サーモン＆アボカドサンド〉

¥980

・Grilled Ahi Sandwich 〈グリルドアヒサンド〉

¥980

ジューシーなサーモントラウトとアボカドの絶妙な組み合わせ。

自家製

¥930

ゴマ風味に包まれたカジキマグロを特製オリエンタルソースで。

ピタパン

フランスパン

最高のコクと香りのエスプレッソにたっぷりミルクを。

メープルシロップのアロマと甘みを楽しめるカフェラテです

厳選された有機栽培茶葉を使用したオーガニックティー。
厳選された有機栽培茶葉を使用したオーガニックティー。

素材の香りや個性を感じられるハーブティー。オーガニックならではの味。

柔らかで奥深いスパイスの香りが特徴のチャイ。黒糖の甘味と香りで最も美味しく頂ける状態にブレンドしました。

・Falafel Sandwich 〈ファラフェルサンド〉

¥870

・Chicken Pita Sandwich〈チキンピタサンド〉

¥900

ひよこ豆をすり潰しハーブやスパイスを加え丸く揚げた、人気のファラフェルと野菜たっぷりの中東サンド。

自家製

厳選された最高品質のアラビカ種コーヒー豆を使用。酸味を抑え、深いコクと豊かな香りです。

オリジナル製法にてサクサクジューシーに揚げたチキンをモリモリ野菜と。

¥1,150

・Bánhmi Sandwich Garlic Shrimp〈バインミーガーリックシュリンプサンド〉

¥1,200

アジアンな香りのガーリックシュリンプソテーをアボカドと。

・An Butter Sandwich 〈アンバターサンド〉
あんこと自家製バターが最高の出会い。

〈100%ジュース オレンジ / アップル / グレープフルーツ 〉

・Orange Mint Squash 〈オレンジミントスカッシュ〉

¥670

・Cola〈コーラ〉

¥340

・Perrier〈ペリエ〉

¥340

オレンジとミントのフレッシュな香りいっぱいの爽やかなスカッシュ。

・Bánhmi Sandwich Chicken 〈バインミーチキンサンド〉

ベトナム風チキンサンドイッチ、フランスパンとの相性が抜群。

Lサイズ ¥480
KIDS サイズ ¥240
※未就学のお客様限定

・100% Straight Juice（ Orange / Apple / Grapefruit ）

¥900

・Green Smoothie 〈グリーンスムージー〉

¥690

・Pina Colada-Berry 〈ピニャコラーダベリー〉

¥690

・Mango & Passion Yogurt 〈マンゴーパッションヨーグルト〉

¥690

オレンジベースに季節の野菜を合わせた文字通りグリーンのヘルシーなスムージー。モーニングにもオススメです！

上記サンドイッチはプラス¥300で下記ドリンクがセットにできます。
コーヒー（ Hot / Iced ）・ ティー（ Hot / Iced ）・ オーガニックハーブティー（ カモミール or ローズヒップ ）

パイナップルベースにトロピカルなココナツと甘酸っぱいベリーを合わせました。

・Deep-Fried Potato 〈ディープフライドポテト〉

¥530

・Spicy Deep-Fried Potato 〈スパイシーディープフライドポテト〉

¥530

・Asai & Banana Yogurt 〈アサイー&バナナヨーグルト〉

¥690

・Deep-Fried Chicken 〈ディープフライドチキン〉

¥680

・Avocado & Coconut 〈アボカドココナツ〉

¥690

・Coffee Cacao Scratch〈コーヒー カカオスクラッチ〉

¥690

独自のレシピでカリッと仕上げたHouse-made フライドポテト。生ベーコンと一緒に。
独自のレシピでカリッと仕上げたHouse Made。ジャガイモとスパイスの香りのマッチングをお楽しみください。
自家製ソースにマリネしたチキンブレストをフライに。ジューシーでクリスピー！

¥580

・Tuna & Avocado salad 〈ツナ＆アボカド サラダ〉

¥760

・Minestrone 〈ミネストローネ〉

¥430

定番にして最高の組み合わせを自家製マスタードソースで。
野菜、豆、穀物がとろりと煮込まれた、コクのあるトマトベースのスープ。

・Season’s Potage 〈シーズンポタージュ〉

季節の野菜をつかった豆乳仕立てのポタージュ。

¥430

・Gelato Sandwich 〈ジェラートサンド〉

¥580

・Cinnamon Doughnut〈シナモンドーナツ〉

¥240

季節ごとにセレクトした数種のジェラートをサクサクにトーストした自家製パンでサンド。
ふんわりもっちりとしたパン生地でつくるドーナツ。オーガニックシナモンの柔らかな香りを楽しんで。

アマゾンのパワーフルーツ「アサイー」をバナナとヨーグルトでマイルドに。

アボカドにココナツの組み合わせをレモンで爽やかに仕上げました。

・Green Special 〈グリーンスペシャルサラダ〉

自家製の玉葱ドレッシングで数種類の香り高いグリーンをマリネ。

ヨーグルトベースにたっぷりのマンゴー。パッションフルーツの香りが南国の風を感じさせてくれます。

しっかりしたエスプレッソにたっぷりミルク。

※スムージーは、季節により内容が変更になる場合がございます。ご了承下さいませ。

・Anchor Steam Beer 〈アンカースチームビール〉

¥800

・California Glass Wine
（ Red /White ）〈カリフォリニア グラスワイン 赤 /白 〉

¥530

From San Francisco。世界的にも有名なスチーム製法で造られるアンカー社スチームビール。スッキリとした口当たりの中に麦の旨味が凝縮。

メニュー価格表示はすべて税抜きとなっております
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