モーニング セット
Morning Plate Set・早晨套餐
Am 8:00~Pｍ2:00 [ 但し売り切れまでとなります]
[Limited Offer・限量供應]
コーヒーor 紅茶 or ミルク・スープ・サラダ・フルーツ・デザート付き
(サラダ・フルーツ・デザート・スープは日替わりとなっております)
Coming with a drink(Coffee or Black Tea or Milk), Soup, Salad, Fruits and dessert.
Salad, fruits, dessert and soup are chef's daily choice
附咖啡（紅茶・牛奶)・湯品・沙拉・水果・點心 (沙拉 ・水果・點心・湯品的種類為每日變更，以當日為主)

※その他のお飲物の場合、コーヒーの金額（４００円）の差額 プラス
Over ¥400- drinks can be chosen by paying additional cost(your choice of drink minus ¥400)
如需變更付餐飲料，則需補上咖啡的差額

A トーストセット

B チーズトーストセット

A Toast Set・A 吐司套餐

B Cheese Toast Set・B 起司吐司套餐

５５０円

C ホットケーキセット
C Pancake Set・C 熱香餅

８００円

７５０円

D サンドウィッチセット
D Sandwich Set ・D 三明治套餐

８００円

～ホットドリンク～
Hot drinkｓ ・ 熱飲料

ブレンドコーヒー

４００円

カフェ・オ・レ

４５０円

Hot coffee・咖啡

Café au lait・牛奶咖啡

アメリカンコーヒー ４００円

紅茶

weak coffee・美式咖啡

Black Tea・红茶

ココア

５００円

ホットミルク

Hot chocolate・可可

４００円
４００円

Hot milk・熱牛奶

ウインナーコーヒー ５３０円
coffee with whipped cream・維也納咖啡（咖啡加生奶油）

ウインナーコーヒー(龍馬 or やまぴょん)

５５０円

coffee topped with Ryoma's face or yamapyon whipped cream art・
維也納咖啡龍馬 or やまぴょん（加生奶油画画龍馬 or やまぴょん的脸）

～アイスドリンク～
Cold drinks ・ 冰飲料

アイスコーヒー

４５０円

★ ミックスジュース おすすめ ５５０円

Iced coffee・冰咖啡

Fruits milk mixed juice・牛奶水果

アイスカフェ・オ・レ ４８０円

マンゴージュース

Iced café au lait・冰牛奶咖啡

Mango juice・芒果汁

アイスティー

４５０円

Iced tea・冰紅茶

アイスミルク

100％オレンジジュース ４５０円
100% Orange juice・橙子 100%果汁

４５０円

Iced milk・冰牛奶

コーラ

４５０円

とまとぶんたん

５００円

Tomato and pomelo mixed juice・番茄文旦果汁

４５０円

Coca-cola・可口可楽

ゆずジュース

４５０円

Citron juice・柚子果汁

～健康ジュース 全品 ５５０円～
Healthy Drinks ・ 健康飲料

緑黄色野菜ジュース

アロエミックスジュース

Vegetables mixed juice・綠黃色蔬菜汁

Aloe mixed juice・芦荟綜合果汁

W ベリードリンク

ゴーヤミックスドリンク

W berries mixed juice・綜合莓汁

Bitter gourd mixed juice・苦瓜綜合果汁

～デザートメニュー～

おぜんざい ５５０円
ZENZAI SET(Red Beans and Rice cake balls
Sweet Hot Soup) ・善哉(紅豆湯)套餐

土佐の三種盛りアイスクリーム
(天日塩・煎茶・ぽんかん) ５５０円
Tosa(Kochi) Original 3 flavors ice cream assort(Solar
salt,Green Tea and Tosa Citron) ・土佐產三種口味冰淇
淋(天日塩・煎茶・椪柑)

ケーキセット ７００円
ケーキの種類は次のページからお選びいただけます
コーヒーor 紅茶・フルーツ付き
※その他のお飲物の場合、コーヒーの金額（４００円）の差額をプラス
また、飾り付けとフルーツは掲載の写真と異なる場合があります。
Coming with Coffee or Black Tea and fruits, other drink choices offered
for the drink price -¥400(single order coffee price) Cake Set ・
附咖啡(紅茶)・水果 如需變更付餐飲料，則需補上咖啡(¥400)的差額 蛋糕套餐
You can choose the type of cake from the next page ・ 蛋糕可以从以下页面选择

ケーキ 一覧表

ラム酒を利かせた大人向け濃厚ショコラ

濃厚なマロンクリームで包んだ味わい深いモンブラン

カスタードとメレンゲの組み合わせ

北海道産生クリームを使用

カスタード・ホイップクリームのもちもち生地ケーキ

（ラズベリー、ブルーベリー、赤すぐり）

珈琲館 イストワール
またのご来店をお待ちいたしております

