
▪COFFEE▪

氷カフェオレ Ice Café  au Lait (Iced)

¥330

アメリカン American Coffee

カフェインレス Decaf Coffee
アイスコーヒー Iced Coffee (Iced)

S.¥275 M.¥330

ブレンド Blended Coffee

ホットコーヒー Coffee (Hot)

S.¥275 M.¥330



キャラメルラテ Caramel Latte (Hot/Iced)

カフェモカ Café Mocha (Hot/Iced)

カフェラテ Café Latte (Hot/Iced)

S.¥385 M.¥495

S.¥385 M.¥495

▪ESPRESSO▪

S.¥330 M.¥440



달고나라떼
Dalgona Latte

Iced ¥400
※価格表示は税込価格です。

ふわっふわの泡が特徴の苦めのラテに

コクのある砂糖菓子『ダルゴナ』を

たっぷりのせた甘～いカフェラテです。

フォームミルク

ダルゴナ

エスプレッソ

ミルク



Butterfly Pea Tea
バタフライピーティー

レモン果汁

レモン

付属のレモン果汁を加えることで、

カラーチェンジと味の変化をお楽しみ下さい。

色が変化する不思議なハーブティー

Iced ¥440



アールグレイ Earl Grey (Hot)

店内 ¥300

テイクアウト ¥275 

アイスティー Iced Tea (Iced)

S.¥275 M.¥330

▪TEA▪

ダージリン Darjeeling (Hot)     

店内 ¥300

テイクアウト ¥275 



カシス Cassis Tea

フルーツティー Fruit Tea (Hot/Iced)

ピーチ Peach Tea  

各 ¥330

レモン Lemon Tea

▪TEA▪



▪SOFT DRINK▪

グレープフルーツ Grapefruit Juice

オレンジ Orange Juice

果汁100 ％ジュース 100 % Fruit Juice (Iced) 

リンゴ Apple Juice

ウーロン茶 Oolong Tea (Iced)                   

各 ¥275

レモネード Lemonade (Hot/Iced)

¥275

¥440



しゅわきゅん ! フルーツソーダ Soda (Iced)                   

各 ¥440

カシス Cassis Soda

ピーチ Peach Soda  

いちご Strawberry Soda

キウイ Kiwi Soda

ジンジャー Ginger Soda

▪SODA▪

ごろっと果肉入り



黒糖ミルク Brown Sugar Milk

黒糖ミルクティー Brown Sugar Milk Tea

ホイップメニュー Whip Menu (Iced)

各 ¥440

バナナミルク Banana Milk

▪SPECIAL▪



キャラメルミルク Caramel Milk

抹茶ミルク Matcha Milk

▪SPECIAL▪

ホイップメニュー Whip Menu (Iced)

各 ¥440



▪SPECIAL▪

氷カフェオレ Ice Café  au Lait (Iced)

¥330

自家製氷コーヒー使用

ダルゴナラテ Dalgona Latte (Iced)

¥400



▪SPECIAL▪

スペシャルドリンク Special Drink (Iced)

各 ¥495

もこもこキャラメルラテ
Mokomoko Caramel Latte 

ざくざくカフェモカ
Zakuzaku Café Mocha 



ギザギザハートカフェラテ
Gizagiza Heart Café Latte

ミラクルロマンスいちごミルク
Miracle Romance Strawberry Milk

▪SPECIAL▪

スペシャルドリンク Special Drink (Iced)

各 ¥495



ほんじょ➾キウイミルク

Honjō kiwi Milk (Iced)

¥495

JR高崎線イメージドリンク

▪SPECIAL▪

高崎線カラーのグリーンと
オレンジをイメージしています。



▪CREAM SODA▪

クリームソーダ Ice Cream Soda (Iced)

各色 ¥480

【赤】

－イチゴ－

【青】

－ブルーハワイ－

『紅に染まったソーダ』

『青いイナズマソーダ』



▪CREAM SODA▪

クリームソーダ Ice Cream Soda (Iced)

各色 ¥480

【緑】

－メロン－

【橙】

－ライチオレンジ－

『明日、今日よりも好きになれるソーダ』

『夏髪が頬を切るソーダ』



▪CREAM SODA▪

クリームソーダ Ice Cream Soda (Iced)

各色 ¥480

【黄】

－レモン－

【水】

－ラムネ－

『甘くて残したレモンパイソーダ』

『キミはシンデレラガールソーダ』



▪CREAM SODA▪

クリームソーダ Ice Cream Soda (Iced)

各色 ¥480

【紫】

－ジンジャー－

【桃】

－ローズ－

『残酷な天使のソーダ』

『小さな恋のうたソーダ』



▪CREAM SODA▪

クリームソーダ Ice Cream Soda (Iced)

各色 ¥480

【白】

－カルピス－

【黒】

－コーヒー－

『わたがしになりたい僕ソーダ』

『夜に駆けるコーヒー』



チョコミントミントちゃん

Chocolate Mint Mint Chan (Iced)

¥495

ハニーレモンソーダ
Honey Lemon Soda (Iced)

7・8月 限定

▪SEASONAL▪

¥495



フルーツポンポンポンチ

Fruit Pom Pom Punch (Iced)

¥495

メロメロずっきゅん塩キャラメルラテ

Meromero Zukkyun Salted Caramel Latte

(Iced)

8/2～新メニュー

▪NEW▪

¥495

スペシャルドリンク



ソフトクリーム
Soft Cream

¥345

エスプレッソアフォガート
Espresso Affogato

¥300

▪ICE CREAM▪



ドリンク付き

ガトーショコラ Chocolate Cake

チーズケーキ Cheesecake

単 品

セット

¥420

¥570

▪CAKE▪



ドリンク付き

単 品

セット

¥600

¥750

▪CROISSANT WAFFLE▪

ブルーベリーヨーグルト
Blueberry✕ Yogurt

クロワッサンワッフル

季節限定

美里産ブルーベリー使用



ドリンク付き

単 品

セット

¥600

¥750

▪CROISSANT WAFFLE▪

ダブルあんバター Anko✕ Butter

はちみつチーズ Honey✕ Cheese

クロワッサンワッフル



▪ホットコーヒー
〔ブレンド/アメリカン/カフェインレス〕

▪SET DRINK▪

▪アイスコーヒー

▪紅茶
〔アールグレイ/ダージリン〕

▪アイスティー
〔アールグレイ/ダージリン〕

▪果汁100％ジュース
〔オレンジ/リンゴ/グレープフルーツ〕

▪ウーロン茶

セットドリンクはこちらからお選びください。

プラス料金にて上記以外のドリンクに変更できます。ブックメニューよりお選びください。

⊕¥50

⊕¥150

⊕¥200

対象 ¥330〜¥400 のお飲み物

対象 〜¥440 のお飲み物

対象 〜¥495 のお飲み物

カフェラテ, フルーツティー‥など

ホイップメニュー, フルーツソーダ‥など

スペシャルドリンク, クリームソーダ‥など


