
フェアリー
クリームウィッチ
ピスタチオ
生バターサンド

税 込¥420
(イートイン本体価格 　¥382)
(テイクアウト本体価格 ¥389)

税 込¥530
(イートイン本体価格 　¥482)
(テイクアウト本体価格 ¥491)

※    当店の商品の製造ラインでは、アレルギーの原因となる食材を使用しております。アレルギーがご心配な方はアレルゲン一覧表をご用意しておりますのでスタッフにお申し付けください。

DRINK

オーガニックコーヒー [hot] 税 込¥480
(イートイン本体価格 　¥437)
(テイクアウト本体価格 ¥445)

ホットカフェラテ 税 込¥520
(イートイン本体価格 　¥473)
(テイクアウト本体価格 ¥482)

アイスコーヒー 税 込¥520
(イートイン本体価格 　¥473)
(テイクアウト本体価格 ¥482)

アイスカフェオレ 税 込¥550
(イートイン本体価格 　¥500)
(テイクアウト本体価格 ¥510)

COFFEE

TEA

税 込¥480オレンジジュース
(イートイン本体価格 　¥437)
(テイクアウト本体価格 ¥445)

税 込¥600瀬戸内レモンスカッシュ
(イートイン本体価格 　¥546)
(テイクアウト本体価格 ¥556)

税 込¥620はちみつレモンミルク
(イートイン本体価格 　¥564)
(テイクアウト本体価格 ¥575)

JUICE

スペシャリティーコーヒー[hot] 税 込¥580
(イートイン本体価格 　¥528)
(テイクアウト本体価格 ¥537)

SPECIALITY COFFEE

VERVE COFFEE ROASTERS
/ 北鎌倉ローストブレンド

VERVE COFFEE ROASTERS のコーヒーは、清潔で、甘く、鮮
やかな味わいのコーヒー豆を求め、世界中から高品質なコー
ヒー豆を直接買い付け、丁寧な方法で焙煎・抽出しています。

小さなお茶の専門店。世界中の産地から、届いたばかりの紅茶
の香り、ハーブがもつ美しさと植物の力、香りと紅茶の味わい
の組み合わせが楽しいフレーバーティーの魅力、果実やハーブ
のもつ味わいが楽しめるフルーツティーの美味しさ。毎日の中
で、お茶にまつわる楽しさをお届けします。

カカオの甘さやアメリカンチェリーのほのかな酸がサポート。
よりリッチでコクのある VERVE の中で一番深いブレンドです。

アイスドリンクは + ¥200 ( 税込 ) でソフトクリームフロートに変更できます！

サンデーとドリンクを一緒に注文すると、お好きなドリンクが ¥100 引きに！

ホットストレートティー 税 込¥520
(イートイン本体価格 　¥473)
(テイクアウト本体価格 ¥482)TEAPOND/ ダージリン セブンバレー

ダージリン地方の 7 つの谷に広がる
夏摘みダージリンのみを使用したオリジナルブレンドです。

アイスストレートティー 税 込¥550
(イートイン本体価格 　¥500)
(テイクアウト本体価格 ¥510)

TEAPOND/ アールグレー ブルーバード

天然のベルガモットの香りに、オリエンタルな果実の香りと
華やかな矢車菊をブレンドした軽やかな味わいのアールグレイです。

ホットティーラテ 税 込¥580
(イートイン本体価格 　¥528)
(テイクアウト本体価格 ¥537)

TEAPOND/ ミルクティーブレンド

ミルクとの相性抜群のアッサム産紅茶を使った
オリジナルのブレンドティーです。

税 込¥360

CAKE&SWEETS
FRESH CUPCAKE Fairy Cream Wich

SOFT CREAM

SCONE

フェアリー
クリームウィッチ
レーズン
生バターサンド

税 込¥380
(イートイン本体価格 　¥346)
(テイクアウト本体価格 ¥352)

ピュアバター
スコーン

(イートイン本体価格 　¥328)
(テイクアウト本体価格 ¥334)

チョコサンデー

税 込¥600
(イートイン本体価格 　¥546)
(テイクアウト本体価格 ¥556)

SUNDAE

チョコミント
サンデー

税 込¥770
(イートイン本体価格 　¥700)
(テイクアウト本体価格 ¥713)

プレミアム
ソフトクリーム
ミルク

税 込¥500
(イートイン本体価格 　¥455)
(テイクアウト本体価格 ¥463)

苺の
ショートケーキ

税 込¥490
(イートイン本体価格 　¥446)
(テイクアウト本体価格 ¥454)

バニラ＆
いちごジャム

(テイクアウト本体価格 ¥454)

バニラパンダ

税 込¥490
(イートイン本体価格 　¥446)

バニラ＆
マスカルポーネ

(テイクアウト本体価格 ¥463)

税 込¥500
(イートイン本体価格 　¥455)

レモンコンフィ＆
レモンチーズクリーム

レモンチーズ
クリーム

チーズケーキ＆
マスカットゼリー入り
チーズムース

マスカット
チーズケーキ

フェアリー
クリームウィッチ
瀬戸内レモン
生バターサンド

税 込¥400
(イートイン本体価格 　¥364)
(テイクアウト本体価格 ¥371)

季節
限定

季節
限定

ブルーベリー・カシス＆
チーズクリーム

ブルーベリー

ケーキセット

お好きな
カップケーキ

お好きなドリンク
 (¥100引き)

CAKE SET

＋

スコーンセット

ピュアバター
スコーン

お好きなドリンク
 (¥50引き)

SCON SET

＋

ウィッチセット

お好きな
クリームウィッチ

WICH SET

＋

お好きなドリンク
 (¥50引き)

DRINK SET

(テイクアウト本体価格 ¥463)

税 込¥500
(イートイン本体価格 　¥455)

桃果肉入りケーキ＆
カッテージチーズ

白桃 NEW

税 込¥500
(イートイン本体価格 　¥455)
(テイクアウト本体価格 ¥463)

瀬戸内レモン
サンデー

税 込¥700
(イートイン本体価格 　¥637)
(テイクアウト本体価格 ¥649)

+ ¥50
本日のジャム


