
herb tea

ORIGINAL MOCKTAILS

standard tea

soda pop

water

juice

earl grey                   アールグレイ [ホット or アイス]  500
ベルガモットで香りをつけたフレーバーティー

assam ctc                アッサムCTC    500
濃い味わいの紅茶。ミルクティーにおすすめ！

chamomile blend    カモミール・ブレンド     500
カモミール・レモングラス・スペアミント

rose verbena           ローズ・ベルベーヌ    500
ベルベーヌ・ローズレッド・ペパーミント

rooibos ginger         ルイボス・ジンジャー    500
ルイボス・ハイビスカス・ジンジャー・エルダーフラワー

apple rosehip          アップル・ローズヒップ  500
ローズヒップ・ハイビスカス・アップル・オレンジ

colombia santuario yellow bourbon gold washed   500
コロンビア サントゥアリオ イエローブルボン ゴールドウォッシュド
キーライムのようなフレッシュな酸とほどよいスパイシーさが他にはない味わいです。
フルーティでスッキリした余韻が続きます。

iced coffee                   アイスコーヒー                 420

single espresso           シングル・エスプレッソ          400
double espresso         ダブル・エスプレッソ             500
cafe latte                       カフェラテ [ホット or アイス]               550
cappuccino                  カプチーノ [ホット or アイス]               550
caramel latte                キャラメル・ラテ [ホット or アイス]    600

coca cola                  コカ・コーラ     400

coca cola zero          コカ・コーラ ゼロ     400

ginger ale                 ジンジャーエール      400

fever tree tonic water  フィーヴァーツリー トニック     500

fever tree ginger beer ジンジャービア     500

perrier                       ペリエ [微発泡]        300ml 500
　                     750ml 800

niagara grape juice    井筒ナイアガラ 白ぶどうジュース     600

concord grape juice   井筒コンコード 赤ぶどうジュース     600

tomato juice                 完熟桃太郎トマト100%ジュース 650

orange juice                 100%オレンジジュース             500

grapefruit juice            100%グレープフルーツジュース   500

from  hammerhead roastery
横浜・ハンマーヘッドロースタリーで焙煎されるコーヒー豆は単一品種にこだわり、
毎朝丁寧にじっくりと焙煎されています。

panna                            パンナ [スティル]       500ml  650

citrus pop                  シトラス・ポップ               700
フレッシュフルーツの爽やかな柑橘のポップ [税込 770]

saratoga cooler          サラトガ・クーラー               500
ジンジャーシロップで作った爽快モクテル [税込 550]

red citrus lemonade   レッドシトラス・レモネード   500
甘酸っぱい真っ赤なレモネード [税込 550]

virgin mojito                  バージン・モヒート                700
フレッシュミントをふんだんに使ったノンアルコールのモヒート！ [税込 770]

botanicoke                  ボタニコーク               500
ボタニカルシロップとコーラに香り高いローズマリー
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Fresh Fruit
MOCKTAILS

peach &
mandarin sangria       700
桃とマンダリンのサングリア
homemade peach juice, mandarin

orange, alcohol free white wine,

mint

[税込 770]

lemon & herb seltzer 550
レモンとハーブのセルツァー

lemongrass blend, mint,

lemon, soda

gold kiwi
virgin mojito 700 [税込 770]

ゴールドキウイの
ヴァージン・モヒート

gold kiwi juice, mint, lemon

syrup, soda

virgin peach fizz               700
ヴァージン・ピーチフィズ
homemade peach juice, lemon juice,

syrup, rosemary

[税込 770]

alcohol free BEERS

[税込 550]
kirin zero ichi [japan]                                                              500
キリン 零ICHI [0.0% Alcohol]

[税込 605]
virgin shandy gaff                                                              550
自家製ヴァージン・シャンディーガフ

SODA POP, WATER & JUICE

[税込440]
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[税込550]

[税込550]
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TEA SELECTION COFFEE

[税込 605]
virgin lemon beer                                                              550
自家製ヴァージン・ラドラー [レモンビール]

[税込 605]


