
	

	 	 
 

 

 

HOT COFFEE S M L    
ハウスブレンド 3.50 4.15  4.75 
カフェ コン ラテ 3.95 4.65 5.15 
アメリカーノ 4.50 5.50 6.35 
エスプレッソ 2.95 
ダブルエスプレッソ 3.55 
マキアート 4.85 5.60 6.35 
フラットホワイト 4.50  5.25  6.25 
カフェラテ 4.85 5.60 6.35 
ソイラテ 4.85 5.60 6.35 
アーモンドラテ 4.85 5.60 6.35 
カプチーノ 4.50 5.25 6.25 
カフェモカ 5.25 5.85 6.55 
キャラメルマキアート 5.25 5.85 6.55 
チャイラテ 4.95 5.65 6.35 
ホットココア 4.25 4.95 5.50 
ティー（HARNEY＆SONS）  3.95 4.65 
 

AROMA SPECIAL S M L 
アロマアモーレ 5.25 5.85 6.55  
ドルチェ＆バナナ 5.25 5.85 6.55  
ネロ アロマ  5.25 5.85 6.55  
ココ チョコ  5.25 5.85  6.55  
ヌテラ ラテ  5.25 5.85 6.55 

 
ICED    M L 

アイスコーヒー  4.15 4.85 
アメリカーノ  5.50 6.35  
カフェラテ  5.25 5.85 
ソイラテ  5.65 6.25 
アーモンドラテ  5.65 6.25 
チャイラテ  5.65 6.25 
カフェモカ  5.25 6.55 
キャラメルマキアート  5.25 6.55 
アイスティー  4.65 5.15 
イタリアンソーダ  4.85 5.65 
クレモサ（イタリアンソーダミルク割り） 5.25 5.85 

SMOOTHIES 
トロピカルブリーズ  8.35 
ココヘッド   8.35 
ベリー ベリー   8.35 
アサイ    8.35 
リーン＆グリーン  8.35 
ガタ デート   8.35 
ストロベリー   8.35



	

WAFFLES 
トラディショナル ベルジアンワッフル $10.50  
フレッシュフルーツ, メープル, パウダーシュガー 

アサイ ワッフル $12.75 
アサイシャーベット, フレッシュフルーツ, グラノーラ, ハチミツ, ココナッツフレーク 

グアバ ワッフル $11.25 
フレッシュフルーツ, グアバソース, メープル, ホイップクリーム 

タキシード ワッフル $12.00 
ホワイト＆ダークチョコレート, バニラアイスクリーム, ホイップクリーム 

グリーンティー ワッフル $12.00 
もちもち抹茶ワッフル, アイスクリーム, パイナップル  

チャイティー ワッフル  $12.00 
フレッシュフルーツ, メープル, アイスクリーム, ホイップクリーム  

ソルトキャラメル  ワッフル $11.50 
ピンクヒマラヤンソルト, キャラメルソース, バナナスライス 

トリュフ ワッフル $16.00 
トリュフハチミツ, バター, ベーコン 

サニーサイド ワッフル $13.00 
目玉焼き, バター, ベーコン, メープル 
 

LOCAL FAVORITES  
ブレックファスト プラッター $13.50 
目玉焼き, ベーコン, ターキーソーセージ, グリーンサラダ, トースト 

モーニング グラインズ $13.50 
ローカルスタイル ソーセージ, スクランブルエッグ, ライス 

ロックス ＆ ベーグル $14.00 
ベーグルトースト, クリームチーズ, スモークサーモン, オニオン, ケッパー, トマト 

ビーガン プラッター $11.50 
ベーグルトースト, アボカド, グリーンサラダ  

オノ フレンチ トースト  $12.75 
スイートポテトブレッド, ベリーフルーツ, メープル, パウダーシュガー 

ストロベリー ヨーグルトパフェ $4.75 
ヨーグルト, グラノーラ 

トマト ＆ バジル ビスク  
スープ, トースト付き 

 

Acai Bowl 
オリジナル  $10.75 
グラノーラ, バナナ, ストロベリー, ブルーベリー, ココナッツフレーク, ハチミツ 

トロピカル $13.95 
グラノーラ, KIWI, パイナップル, マンゴー, ストロベリー, ココナッツフレーク, アーモンド, ハチミツ 

ピーナッツバター ディライト $13.95 
グラノーラ, ピーナッツ バター, バナナ, ブルーベリー, ゴジベリー, ココナッツ, ハチミツ 

ベリー $13.95 
ストロベリー, ブラックベリー, ラズベリー, ブルーベリー, チョコレートチップ, ビーポーレン, ハチミツ 



	

 

Panini 
カプレーゼ $10.75 
ホームメイドペスト, ピーナッツ,  モッツァレラチーズ, トマト 

ターキーペスト $10.75 
ホームメイドペスト, アイオリソース, ターキー, ハバティチーズ, オーガニック ホウレンソウ, トマト 

ベジーオムレツ ＆ チーズ $10.75 
オーガニック ホウレンソウ, トマト, ローストガーリック、チェダーチーズ 

ハニーオムレツ ＆ ハムチーズ $10.75 
ハチミツ入りオムレツ, スモークハム, チーズ 

スパイシーツナ $10.75 
スパイシーツナサラダ, オニオン、ペッパー, チェダーチーズ, パクチー 

ローストビーフ ＆ ホースラディッシュ コールスロー $11.75 
ローストアンガスビーフ, スイスチーズ, ホースラディッシュパルメザンコールスロー 

スイート ＆ スパイシーパストラミ  $11.75 
ペッパークラストパストラミのパイナップルとハバネロのマリネ, ローストベルペッパー, ハバティチーズ 

イタリアーノ $11.75 
サラミ, モッツァレラチーズ, フレッシュトマト, ケッパー, イタリアンハーブ 

ハム ＆ チーズ クロワッサン  $7.85 
ハニースモークハム, チェダーチーズ 

ベーコン ベーグル $7.85 
クリスピーベーコン, スイートチリマスタード, チェダーチーズ 

ピッコロピザ $11.75 
ホームメイドトマトソース, ペパロニ, モッツァレラチーズ 

 
 
BAKED 
マフィン $4.65 

     ブルーベリー, バナナナッツ, チョコレート 

シナモンロール $4.65 
チーズロール $4.65 
クロワッサン $4.65 
クッキー $1.99 

     チョコレートチップ、ホワイトチョコレート、マカダミアナッツ  

ベーグル  $4.65 
     プレーン, エブリシング, ブルーベリー, シナモンレーズン 


