
GRAND MENU
Drink

Sweets
Alcohol

Food



オーガニックコーヒー    organic coffee
有機栽培で大切に育てられたコーヒービーンズ。ドリップで入れたまろやかでコクのある味わい。

カプチーノ    cappuccino［ 乳 ］
エスプレッソをダブルで。しっかりとしたコーヒーの風味と、ミルクのハーモニー。

チョコレート カプチーノ    chocolate cappuccino ［ 乳 ］
チョコレートの風味のカプチーノ。エスプレッソ、ミルク、チョコレートの味わいをどうぞ。

キャラメル カプチーノ    caramel cappuccino［ 乳 ］  
甘くほろ苦い、キャラメルの風味のおすすめのカプチーノ。

ウインナーコーヒー    wiener coffee［ 乳 ］
たっぷりのホイップクリームを浮かべたオーガニックコーヒー。

カフェラテ    cafe latte［ 乳 ］
フォームドミルクたっぷりの優しい味わいのカフェラテ。

ICED
オーガニックアイスコーヒー    organic iced coffee

香り高く、すっきりとしたキレのある味わいのオーガニックアイスコーヒー。

アイスカフェラテ    iced cafe late［ 乳 ］
淹れたてのエスプレッソとミルク。ミルクのやさしい口あたりのカフェラテ。

アイスカプチーノ    iced cappuccino［ 乳 ］ 
淹れたてのエスプレッソダブルとミルク。コーヒーの味わいが強めのアイスカプチーノ。

コーヒーフロート    coffee float［ 乳・卵 ］
バニラアイスクリームを浮かべたアイスコーヒー。

チョコレートの風味のアイスカプチーノ。エスプレッソ、ミルク、チョコレートの味わいをどうぞ。
チョコレート カプチーノ    chocolate cappuccino ［ 乳］

甘くほろ苦い、キャラメルの風味のおすすめのアイスカプチーノ。
キャラメル カプチーノ    caramel cappuccino ［ 乳］

たっぷりのホイップクリームを浮かべたアイスオーガニックコーヒー。
ウインナーコーヒー    wiener coffee［ 乳］

ORGANIC  COFFEE

HOT

　　　当店の価格はすべて税込表示です



ICED

芳醇でしっかりとした味わいのオーガニックのインド紅茶。
オーガニックピュアブラック    organic pure black

ロイヤルミルクティー
コク・香り・渋みのバランスのとれた茶葉を使ったリッチなロイヤルミルクティー。 

   royal milk tea［ 乳 ］

ロイヤルミルクバニラ
芳香な香りのロイヤルミルクティーにたっぷりのバニラアイスをのせました。

   royal milk vanilla［ 乳・卵 ］

HOT

オーガニックダージリンエステート
高品質なダージリンを使用した紅茶。オレンジペコーの大きな茶葉を贅沢に使用しています。

   organic darjeeling estate

オーガニックアールグレイ
爽やかなベルガモットの香りをブレンド。しっかりとした味わいです。

   organic earl gray

オーガニックデトックスインフュージョン
ペパーミントをベースに、タンポポの根、レッドクローバーの花などをブレンドした健康志向のハーブティー。

   organic detox infusion

カモミールシトラス
カモミールにローズヒップ・オレンジピールなどをブレンドした爽やかなハーブティーです。

   chamomile citrus［ オレンジ ］

オーガニック ブレックファースト
クラシックな英国式のオーガニックティー。 あらゆるスイーツに好相性です。

   organic break fast

ロイヤルミルクティー
コク・香り・渋みのバランスのとれた茶葉を使ったリッチなロイヤルミルクティー。 

   royal milk tea［ 乳 ］

ORGANIC TEA

　　　当店の価格はすべて税込表示です



ORIGINAL  SYRUP DRINK

VEGETABLE SMOOTHIE

SOFT DRINK

レモンスパーク
[自家製レモンシロップ×ミント×ソーダ]  レモンの爽やかな酸味のすっきりスパーク。

   lemon spark

ジンジャースパーク
[自家製ジンジャーシロップ×ミント×ソーダ]  ピリ辛ジンジャーにレモンの酸味が好相性。

   ginger spark

ストロベリースパーク
[自家製ストロベリーシロップ×ミント×ソーダ]  甘酸っぱいストロベリーシロップにレモンとミントのアクセント。

   strawberry spark

100%グレープフルーツジュース    grapefruit juice

グリーンスムージー
ほうれん草×バナナ×リンゴ×オレンジ×ミント

  green smoothie［ バナナ・オレンジ ］

オレンジスパーク
[自家製オレンジシロップ×ミント×ソーダ]  オレンジとほんのり蜂蜜の爽やかスパーク。

   orange spark［ オレンジ ］

100%オレンジジュース    orange juice［ オレンジ ］

100%アップルジュース    apple juice［ リンゴ ］

（100%オレンジ or 100%アップル）
小学生未満のお客様にお召しあがりいただけるメニューです。 （氷は入っておりません。）

   kids drink［ オレンジ ］［ リンゴ ］キッズドリンク

ジンジャーミルク
[自家製ジンジャーシロップ×ミルク]  唐辛子でアクセントをつけた健康ラテ。

   ginger milk［ 乳 ］

ストロベリーミルク
[自家製ストロベリーシロップ×ミルク×ホイップクリーム]  いちごの果肉を入れたちょっと贅沢なラテ。

   strawberry milk［ 乳 ］

ミントヨーグルトフラッペ
ミントの爽やかな香りとヨーグルトを合わせたすっきりとした味わい。

   mint yogurt frappe［ 乳 ］

　　　当店の価格はすべて税込表示です



BEER

アンカースチーム（355ml）    anchor steam
ラガー特有のコクと麦香がありながらも、エールのような華やかな香りも楽しめる
サンフランシスコのクラフトビール。

麦芽100%の本格的な味わい。厳選されたアロマホップが醸し出すおだやかな香りが、
麦のうま味を引き立ててくれます。

   heartlandハートランド

ORIGINAL SYRUP COCKTAIL

MOJITO

ウィスキー（I.W. ハーパー）

WINE / WHISKY
グラスワイン（赤・白）

ジンジャーと唐辛子を使った特製シロップの大人のカクテル。

ジンジャーリッキー
自家製ジンジャーシロップ×ウォッカ×ソーダ

   ginger rickey

ストロベリーリッキー
自家製ストロベリーシロップ×ウォッカ×ソーダ
いちごの風味を凝縮したシロップを使った、素材感のあるカクテル。

   strawberry rickey

フレッシュフルーツモヒート
フルーツ×ラム×ミント×シロップ×ソーダ
モヒートに甘酸っぱいベリーを加えたカクテル。

   fresh fruit mojito

「TABLES」モヒート
ラム×ミント×シロップ×ソーダ×ライム
たっぷりのミントとライムの爽やかな酸味の定番カクテル。

   「TABLES」mojito

ソーダと割り、水割り、ストレート、お好みの飲み方でどうぞ。

オレンジリッキー
自家製オレンジシロップ×ウォッカ×ソーダ
ウォッカをベースに、オリジナルのオレンジシロップ、ソーダを加えたカクテル。

   orange rickey［ オレンジ ］

　　　当店の価格はすべて税込表示です



RICH PARFAIT

ICE CREAM FLOAT

オレンジスパークフロート    orange spark float［ オレンジ ］

レモンスパークフロート    lemon spark float

ジンジャースパークフロート    ginger spark float

ストロベリースパークフロート    strawberry spark float

   rich vanilla strawberry［ 卵・乳 ］
北海道産生クリームを使用したバニラアイスと甘酸っぱいイチゴ、
パンナコッタの贅沢なパフェ。

リッチバニラストロベリーパフェ

   rich choco banana［ 卵・乳・バナナ・大豆 ］
フランス、ヴァローナ社のチョコレートを使用したカカオの香り豊かな
チョコレートアイスとバナナでビターな味わいに仕上げました。

リッチチョコバナナパフェ

　　　当店の価格はすべて税込表示です



CREAM CHEESE PANCAKE

KIDS PANCAKE
キッズパンケーキ

キッズドリンク
100%オレンジ or 100%アップル

ミニサイズのパンケーキにオーガニックメイプルと発酵バター。

（氷は入っておりません。）

   kids pancake［ 小麦・乳・卵 ］

※ご注文を頂いてから一枚一枚丁寧に焼き上げておりますので提供まで多少お時間を頂いております

小学生未満のお客様にお召しあがりいただけるメニューです

※AOPバターとは：フランス ポワトゥー・シャラントゥ地方で昔ながらの製法で作られた貴重な発酵バター。

オーガニックメイプル&AOPバター
オーガニックのメイプルシロップとフランス産発酵バターのシンプルな一品。

   organic maple & AOP butter［ 小麦・乳・卵 ］

【オーガニックメイプルシロップ、AOP発酵バター】

ブルーベリーコンポート&AOPバター
ブルーベリーコンポートとフランス産発酵バターをトッピング。

   blueberry compote & AOP butter［ 小麦・乳・卵 ］

※AOPバターとは：フランス ポワトゥー・シャラントゥ地方で昔ながらの製法で作られた貴重な発酵バター。
【ブルーベリーコンポート、AOP発酵バター、ホイップクリーム】

ストロベリーミルク
フレッシュとコンポートの２種類のイチゴに練乳ソースで仕上げました。

   strawberry milk［ 小麦・乳・卵 ］

【フレッシュストロベリー、ストロベリーソース、コンデンスミルク、ホイップクリーム】

コームハニー&フレッシュフルーツ
ミツバチの巣蜜「コームハニー」とフレッシュフルーツの贅沢なパンケーキ。

   comb honey & fresh fruit［ 小麦・乳・卵・バナナ ］

【フレッシュストロベリー、ブルーベリー、バナナ、蜂の巣蜜コームハニー、ホイップクリーム】

TOPPING

※AOPバターとは：フランス ポワトゥー・シャラントゥ地方で
　昔ながらの製法で作られた貴重な発酵バター

［ オレンジ ］ ［ リンゴ ］

　　　当店の価格はすべて税込表示です



※クレープメニューはご注文を頂いてから一枚一枚丁寧に焼き上げておりますので提供まで多少お時間を頂いております
そば粉のガレットと同じ鉄板で焼いておりますので、アレルギーをお持ちの方は、ご注意ください

CREPE

TOPPING

※AOPバターとは：フランス ポワトゥー・シャラントゥ地方で
　昔ながらの製法で作られた貴重な発酵バター

ブール シュクル    beurre sucre［ 小麦・乳・卵 ］
カソナード（赤砂糖）のコクのある甘みに、
フランス産の良質なAOP発酵バターを乗せた定番クレープ。
【カソナード、AOP発酵バター】

キャラメル ブール サレ    caramel beurre salé［ 小麦・乳・卵 ］
ほろ苦く甘い、手作りの塩キャラメルのソースと発酵バターのリッチな味わいのクレープ。
【キャラメルソース、AOP発酵バター】

ヌテラ&ナッツ    nutella & nuts［ 小麦・乳・卵・クルミ・大豆 ］
ヘーゼルナッツのチョコレートスプレッド“ヌテラ”と香ばしいナッツの組み合わせ。
【ヌテラ、ホイップクリーム、クルミ、アーモンド】

ストロベリー&クリームチーズ    strawberry & cream cheese［ 小麦・乳・卵 ］
手作りのコンポートストロベリーとクリームチーズ。新鮮なイチゴでデコレーション。
【イチゴ、ストロベリーソース、バニラアイス、ホイップクリーム】

　　　当店の価格はすべて税込表示です



ORIGINAL CAKE

ニューヨークチーズケーキ
湯煎でじっくりと焼いた、濃厚な味わいのチーズケーキ。ブルーベリーコンポートとご一緒に。

   newyork cheese cake［ 小麦・乳・卵 ］

クラシックショコラ
しっとり焼き上げたチョコレートたっぷりのケーキに、ホイップクリーム。

   classic chocolate［ 小麦・乳・卵・大豆 ］

アップルパイ
サクっと焼き上げたパイ生地にリンゴがたくさん詰まったアップルパイにバニラアイスを添えて。

   apple pie［ 小麦・乳・卵・クルミ・リンゴ ］

山手ロール
厳選した生クリームを使ったふんわりやわらかロール。

   YAMATE roll cake［ 小麦・乳・卵 ］
NEW

ベリーのパンナコッタ
とろけるパンナコッタにフレッシュベリーの風味が香る、華やかなデザート。

   berry pannacotta［ 乳・ゼラチン ］
NEW

　　　当店の価格はすべて税込表示です



ストロベリーの風味の生地に
ストロベリーチーズクリーム

ベリーストロベリー
very strawberry

チョコレート好きのための
チョコレート尽くしのカップケーキ

ダブル チョコ
double choco

しっとりとした生地に
なめらかな口どけの
オリジナルチーズクリーム

オリジナル
original

自家製のレモンコンフィを使用した
さっぱりとしたレモンチーズクリームの
カップケーキ

ナチュラル レモン
natural lemon

コーヒーの生地に
マスカルポーネを合わせた
クリームで仕上げました

ティラミス
tiramisu

ナッツの女王と呼ばれるピスタチオを
ふんだんに使用したカップケーキ

クイーンピスタチオ
queen pistachio

DEMITASSE CUPCAKE

DEMITASSE CUP CAKE BOX 
デミタスカップケーキボックス … 4 個入 BOX　￥1,120～ 

プレゼント・お土産に

［ 小麦・乳・卵・ゴマ ］ ［ 小麦・乳・卵・ゴマ ］

［ 小麦・乳・卵・ゴマ ］［ 小麦・乳・卵・ゴマ ］

［ 小麦・乳・卵・大豆・ゴマ ］
［ 小麦・乳・卵・ゴマ ］

　　　当店の価格はすべて税込表示です



FOOD MENU
恐れ入りますが、

ここから先のメニューは

15:00からのご提供となります。
ご了承くださいませ。



FOOD MENU　　　こちらのページのメニューは15:00 からのご提供となります。

ガレット コンプレ
ベーコン・目玉焼き・ホウレンソウ・トマト・チーズ。定番のそば粉のクレープ。

   galette complete［ 乳・卵・小麦・そば ］

生ハムとマッシュルームのガレット
たっぷりチーズと目玉焼き、生ハムとマッシュルームとバルサミコで仕上げました。

   prosciutto and mushrooms galette［ 乳・卵・小麦・そば ］

MEAL CREAM CHEESE PANCAKE

※パンケーキ・ガレットメニューはご注文を頂いてから一枚一枚丁寧に焼き上げておりますので提供まで多少お時間を頂いております

GALETTE※ガレットは全てそば粉を使用していますので、アレルギーをお持ちの方は、ご注意ください

ベーコンエッグ パンケーキ
あたたかいパンケーキに、ベーコン・卵・オーガニックメイプルシロップを添えて。

   bacon egg pancake［ 乳・卵・小麦・豚肉 ］

スモークサーモンのパンケーキ
スモークサーモンと卵に、チェダーチーズとマヨネーズのアクセントを加えたパンケーキ。

   smoke salmon pancake［ 乳・卵・小麦・サケ ］

SALAD
パリパリミルフィーユ シーザーサラダ    caesar salad［ 乳・卵・豚肉 ］
レタスの食感を活かした、タブレス特製のシーザーサラダ。

アボカドとスモークサーモンとキヌアのサラダ    quinoa salad［ サケ ］
美容、ダイエットの味方、スーパーフード「キヌア」をたっぷりと使ったサラダ。

　　　当店の価格はすべて税込表示です



PASTA

玉ネギとベーコンのアマトリチャーナ    amatriciana［ 小麦・乳・豚肉 ］
カリカリのベーコンと、甘みを引き出した玉ネギの定番トマトソース。

ベーコンとホウレン草のトマトソース    bacon and spinach with tomato sauce ［ 小麦・乳・豚肉 ］
ジューシーなベーコン、ホウレン草のトマトソースパスタ。

生ハムと彩野菜のジェノベーゼ    genovese［ 小麦・乳・豚肉 ］
生ハムで仕上げた、バジルの香りたっぷりのジェノベーゼ。

タコとナスのペンネアラビアータ    penne arrabiata［ 小麦 ］
タコとナスの唐辛子を効かせたピリ辛の味わい。ショートパスタ ペンネでどうぞ。

厚切りベーコンのカルボナーラ    grilled bacon carbonara［ 小麦・乳・豚肉・卵 ］
卵黄をトッピングした特製カルボナーラ。

スモークサーモンとホウレン草のレモンクリームソース
   cream sauce, salmon and spinach［ 小麦・乳・サケ ］

濃厚なクリームソースにホウレン草。スモークサーモンで仕上げた女性に人気のパスタ。

マッシュルームのボロネーゼ    mushroom bolognese［ 小麦・乳・牛肉 ］
マッシュルームをたっぷり使った、ひと味違うミートソースパスタ。

FOOD MENU　　　こちらのページのメニューは15:00 からのご提供となります。

　　　当店の価格はすべて税込表示です



※当店使用の米はすべて国産のものを使用しております
※当店のライスはすべて十六穀米を使用しております

MAIN DISH

RICE

アボカドとチキンを十六穀ライスにのせて、テリヤキソースで仕上げました。
照り焼きチキンオーバーライス    chicken over rice［ 卵・鶏肉 ］

サーモン、タコ、エビ、トビコを贅沢にのせたオーバーライス。
シーフードオーバーライス    sea food over rice［ サーモン・卵 ］

ハーブでマリネしたチキンレッグを、独自にブレンドした秘伝のスパイスの衣で包んで、
カラッと揚げました。オニオンパウダーやマスタードパウダーなど、7種類のスパイスを
ブレンドした「TABLES」オリジナルの味わいです。

ロティサリーフライドチキン    rotisserie fried chicken［ 小麦・鶏肉・卵 ］

ミラノ風ポークカツレツ チェダーチーズ入り
表面はサックリ、中はふんわり柔らかくトマトソースで仕上げたミラノ風カツレツです。

   pork cutlets & cheddar cheese［ 乳・卵・豚肉 ］

たっぷりトマトの特製チキンカレーに、香ばしいく焼いた野菜を合わせました。
グリル野菜のバターチキンカレー    grilled vegetables butter chicken curry［ 乳・卵・鶏肉 ］

ハーブで香りをつけたチキンをロースターで焼き上げた「TABLES」で人気のメニュー。
ロティサリーハーブチキン    rotisserie herb chicken［ 鶏肉 ］

100%ビーフのハンバーグステーキにコクのあるチェダーチーズをのせました。

100%ビーフハンバーグ チェダーチーズのせ   100%beef hamburger steak & cheddar cheese

十六
穀米

［ 卵・乳・牛肉 ］

FOOD MENU　　　こちらのページのメニューは15:00 からのご提供となります。

　　　当店の価格はすべて税込表示です



　　小学生未満のお客様にお召しあがりいただけるメニューです

キッズドリンク　100%オレンジ or 100%アップル　（氷は入っておりません。）

［ 小麦・乳・卵 ］

［ 乳・小麦・豚肉・牛肉 ］

［ 小麦・乳・卵 ］

［ オレンジ ］ ［ リンゴ ］

SIDE DISH

細めにカットした、カリッと香ばしいフライドポテト。

フライドポテト    fried potato

ライス   rice十六
穀米

KIDS MENU

キッズプレート

自家製ミートボール、ポテトサラダ、
十六穀米ライス、デミタスカップケーキ、
ドリンク付き

お子様でもたべやすい
ミートソースのパスタです。

  kids plate

キッズパスタ   kids pasta

キッズパンケーキ

ミニサイズのパンケーキに
オーガニックメイプルと発酵バター。

  kids pancake

十六
穀米

　　　当店の価格はすべて税込表示です


