
Coffee&Drinks 
 

ブレンドコーヒー     Coffee                                600yen 

カフェオレ         Cafe au lait                           600yen 

カフェオレチョコレート Cafe au lait with chocolate syrup       800yen 

キャラメルカフェオレ  Cafe au lait with caramel flavor        800yen 

ウインナーコーヒー     Coffee with whipped cream            800yen 

カフェカプチーノ      Cappuccino                           800yen 

ココア                Cocoa                                800yen 

ミルク                Milk                                 500yen 

 

 

アイスコーヒー         Iced coffee                            600yen 

アイスカフェオレ       Iced cafe au lait                       600yen 

アイスカフェオレチョコ Iced cafe au lait with chocolate syrup   900yen 

アイスココア            Iced cocoa                            800yen 

アイスミルク            Iced milk                             500yen 

キャラメルマキアート   Caramel macchiato                   900yen 

 

 

パフェ＆甘味 Parfaits&Sweets 

プリンアラモード       Le Pudding a la mode               1200yen 

（自家製プリンの入った見た目も楽しい一品 Homemade pudding with fresh fruits and 

whipped cream.） 

 

チョコレートパフェ       Chocolate parfait                  1200yen 

（甘い中にもにがみの少し効いたチョコシロップが大好評 A parfait with chocolate 

syrup mixing bitter and sweet taste.） 

キャラメルパフェ      Caramel parfait                      1200yen 

フルーツパフェ       Fruits parfait                        1200yen 

 

コーヒーゼリーパフェ   Coffee-flavored jelly parfait           1000yen 

（自家製コーヒーゼリーの入った甘さを抑えた大人のパフェ A parfait with homemade 

coffee-flavored jelly, not too sweet.） 



ヨーグルトパフェ       Yogurt parfait                      1000yen 

（ヨーグルトの酸味 フレッシュフルーツ バニラアイスの絶妙なハーモニーをお楽しみ

下さい A parfait with yogurt, fresh fruits and vanilla ice cream.） 

 

 

ケーキ＆デザート Cakes&Desserts 

甘さを抑えた美味しい手作りケーキ Homemade cakes lightly sweetened  

チーズケーキ            Cheese cake                       600yen 

チョコレートケーキ      Chocolate cake                    600yen 

抹茶バウムクーヘン  

Baumkuchen with finely-milled Japanese green tea flavor   600yen 

アイスクリーム          Ice cream                        600yen 

 

当店自慢の生クリームと一緒にご賞味下さい Coffee-flavored jelly with our specially 

fresh cream. 

コーヒーゼリー          Coffee-flavored Jelly                600yen 

 

甘さ抑えた大人の味 自家製プリン（限定品） Homemade pudding with lightly sweetened 

（limited） 

プリン                   Pudding                          600yen 

 

クリームあんみつ     Mitsumame with vanilla ice cream      800yen 

 

 

 

 

 

 

 



Morning Set  1000yen  

Morning time 9:00~11:00 

トースト                  Buttered toast 

シナモンハニートースト    Toast with cinnamon and honey 

ホットケーキ              Hot cake 

ピザ風トースト            Pizza-style toast 

 

＋ 

 

ブレンドコーヒー          Coffee 

カフェオレ               Cafe au lait 

ミルク（アイス or ホット） Milk（Cold or Hot） 

アイスコーヒー            Iced coffee 

アイスカフェオレ         Iced cafe au lait 

アイスティー              Iced tea 

グレープフルーツジュース  Grapefruit juice 

オレンジジュース         Orange juice 

トマトジュース            Tomato juice 

コーラ                    Cola 

 

Please select one drink from above 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cake Set  1000yen 
チョコレートケーキ         Chocolate cake 

チーズケーキ            Cheese cake 

本日のケーキ            Today's cake 

（３種類から１つお選びください Please select one cake from above.） 

 

 

自家製プリン               Homemade pudding 

 

スペシャルホットケーキ     Special hot cake 

 

＋ 

ブレンドコーヒー            Coffee 

カフェオレ                 Cafe au lait 

ミルク（アイス or ホット）  Milk（Cold or Hot） 

アイスコーヒー              Iced coffee 

アイスカフェオレ           Iced cafe au lait 

アイスティー                Iced tea 

グレープフルーツジュース   Grapefruit juice 

オレンジジュース          Orange juice 

トマトジュース             Tomato juice 

コーラ                     Cola 

 

Please select one drink from above 

 

（スペシャルホットケーキセットは 1200円 Special hot cake set is 1200yen.） 

 

Tea 
紅茶（レモン or ストレート）  Tea（Black or with lemon）        800yen 

ミルクティー           Tea with milk                      800yen 

ロイヤルミルクティー         Stewed tea                       900yen 

シナモンティー            Cinnamon tea                     800yen 

アイスティー（レモン or ストレート）Iced tea（Black or with lemon）600yen 

アイスグレープフルーツティー   Iced tea with grapefruit flavor     700yen 



Juice 
オレンジジュース               Orange juice                  600yen 

グレープフルーツジュース       Grapefruit juice               600yen 

バナナジュース                 Banana juice                  700yen 

ブルーベリースカッシュ          Blueberry squash              700yen 

キウイスカッシュ              Kiwi squash                   700yen 

レモンスカッシュ              Lemon squash                 600yen 

メロンソーダ                Melon soda                    600yen 

コーラ                   Cola                          600yen 

トマトジュース                 Tomato juice                   600yen 

 

 

フロート Float 

オレンジフロート               Orange float                   800yen 

コーヒーフロート               Coffee float                    800yen 

イチゴミルクフロート           Strawberry milk float           800yen 

ココアフロート                 Cocoa float                     900yen 

コーラフロート                 Cola float                      800yen 

クリームソーダ  Cream soda（A green soda with ice cream）    800yen 

 

 

Light Food 
さっくり ふっくら とした 美味しいトースト lightly, fluffy and tasty toast 

 

トースト Buttered toast                                      500yen 

 

たっぷりと蜜をかけお召し上がり下さい Please add as much syrup as you like. 

ホットケーキ               Hot cake                          500yen 

 

シナモンハニートースト     Toast with cinnamon and honey     800yen 

スペシャルホットケーキ     Special hot cake                   800yen 

ピザ風トースト             Pizza-style toast                  800yen 

 



Lunch Set  1400yen 

Lunch time 11:00~15:00 

ボロネーズ         Bolognese pasta 

明太子パスタ        Spicy fish eggs pasta 

鮭としめじのクリームパスタ Cream pasta with salmon and mushroom 

海老とベーコンのトマトクリームパスタ Tomato cream pasta with shrimp and bacon 

海老とホタテのドリア    Doria with shrimp and scallop 

アジールピザ        Agir’s pizza（Special pizza） 

 

＋ 

 

ブレンドコーヒー          Coffee   

アイスコーヒー            Iced coffee 

カフェオレ              Cafe au lait      

アイスカフェオレ          Iced cafe au lait 

ミルク（ホット or アイス） Milk（Hot or Cold） 

アイスティー            Iced tea 

グレープフルーツジュース  Grapefruit juice 

オレンジジュース          Orange juice 

 

Please select one drink from above 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cake Set  1000yen 
チョコレートケーキ        Chocolate cake 

チーズケーキ             Cheese cake 

本日のケーキ             Today's cake 

（３種類から１つお選びください Please select one cake from above.） 

 

 

 

自家製プリン              Homemade pudding 

 

ホットケーキ              Hot cake 

 

＋ 

 

ブレンドコーヒー          Coffee 

カフェオレ               Cafe au lait 

アイスコーヒー            Iced coffee 

アイスカフェオレ         Iced cafe au lait 

アイスティー              Iced tea 

コーラ                    Cola 

グレープフルーツジュース  Grapefruit juice 

オレンジジュース         Orange juice 

 

Please select one drink from above 

 

 


