
作成日：2022年9月26日

カロリー タンパク質 脂質 炭水化物 食塩相当量

Calories Protein Lipid Carbohydrate Salt equivalent

ｋｃａｌ ｇ ｇ ｇ ｇ

258 5.8 6.4 44.8 0.2 〇 -

165 4.5 4.4 27.6 0.1 〇 -

358 8.3 6.6 67.2 0.2 〇 -

268 6.7 4.5 50.5 0.2 〇 -

371 7.1 15.5 51.5 0.2 〇 -

278 5.7 13.4 34.3 0.1 〇 -

256 5.4 6.4 44.6 0.2 〇 -

164 4.1 4.3 27.4 0.1 〇 -

261 5.5 6.4 45.4 0.2 〇 -

168 4.2 4.4 28.2 0.1 〇 -

361 8.0 6.6 67.7 0.2 〇 -

268 6.7 4.5 50.5 0.2 〇 -

374 6.5 15.8 51.6 0.2 〇 -

281 5.2 13.7 34.4 0.1 〇 -

258 5.3 6.4 44.9 0.2 〇 -

165 3.9 4.3 27.6 0.1 〇 -

M 133 7.8 6.4 10.7 0.2 〇 -

L 184 10.9 8.8 15.0 0.3 〇 -

M 176 7.8 5.6 23.7 0.2 〇 -

L 249 11.0 8.0 33.6 0.2 〇 -

M 283 9.0 10.8 37.3 0.3 〇 -

L 348 11.5 12.6 46.8 0.3 〇 -

M 344 9.0 11.4 51.5 0.2 〇 -

L 445 12.5 13.8 67.9 0.3 〇 -

M 248 8.9 7.5 36.4 0.2 〇 -

L 291 11.4 9.5 39.9 0.3 〇 -

M 323 9.9 9.2 50.4 0.2 〇 -

L 400 13.3 11.7 60.8 0.3 〇 -

M 248 9.0 7.4 36.6 0.2 〇 -

L 325 12.4 9.9 47.0 0.3 〇 -

＊ As for items not listed on the sheet, please feel free to ask our staff at the store or call our customer support.※　掲載されていない商品については、お問い合わせ先または各店舗スタッフまでお問い合わせください。

＜お問い合わせ先＞　株式会社 七葉　tel.03-6421-1752

 【受付時間】　10：00～18：00（土日祝日を除く）

商品名

Item

コーン

cone

コーン

cone

カップ

cup

抹茶ラテベース

Matcha Latte base

カップ

cup

コーン

cone

カップ

cup

抹茶生チョコレート

Matcha soft serve w/Matcha "Nama chocolate"

コーン

cone

カップ

cup

ほうじ茶

Hojicha soft serve

コーン

cone

カップ

cup

ほうじ茶ミックス

Hojicha and milk swirl soft serve

コーン

cone

カップ

cup

抹茶ミックス

Matcha and milk swirl soft serve

ほうじ茶生チョコレート

Hojicha soft serve w/Hojicha "Nama chocolate"

<Contact info.> Nanaha Co.,Ltd  Ph:03-6421-1752

【Office hours】 10:00am - 6:00pm (Weekdays only)

・　カロリーの数値については、検査機関の分析値もしくは、食品成分表より計算しています。

　　商品や店舗ごとで異なる場合もありますのでご了承ください。

・　砂糖やミルク等、カスタマイズされた場合やお客様ご自身でトッピングされた場合は、

　  情報が異なりますのでご了承ください。

【 2022年秋冬　カロリー・アレルギー情報一覧表（宮古島店用） 】
【 Calories, allergy and nutrition information sheet for 2022 Drink & Sweets menu

（Tokyo Dome store only）】

・　The numerical value of the calorie is calculated based on the analytical value or Standard tables of food composition

    in Japan of an inspection  institute.

    Please kindly note that it may vary depending on the item or the store.
・　Please kindly note that information displayed on this sheet changes when you customize your item with sugar,

    milk and other toppings.

・　アレルギー物質に対する感受性は、個人差がありますので表示データは目安としていただき、

　　専門の医師にご相談のうえ、最終的に判断される事をおすすめします。

・　アレルギ−の表示を「なし」としている商品につきましても、

    製造工程や各店舗にて付着・混入する可能性がありますのでご了承ください。

・　ホームページ上ではすべての商品は掲載されておりません。

・　店舗によって品揃えが異なります。ご了承ください。

・　Please use this information for your reference only. Sensitivity to allergens may vary.

    Please consult with your physician first and order items at your own risk.

・　Please kindly note that all the items are prepared at the store or the factory that also make products containing

　　tree nuts, wheat, soy, eggs, and milk.

・　The availablity of items may vary depending on the store. Thank you for your understanding.

・　Not all the items are listed on our company website.

カフェイン

Caffeine

蜂蜜

Honey

乳、大豆

milk, soybean

乳

milk

乳、大豆

milk, soybean

乳

milk

小麦、乳、卵、大豆

wheat, milk, egg, soybean

乳、大豆

milk, soybean

小麦、乳、卵、大豆

wheat, milk, egg, soybean

乳、大豆

milk, soybean

小麦、乳、卵、大豆

wheat, milk, egg, soybean

乳、大豆

milk, soybean

小麦、乳、卵、大豆

wheat, milk, egg, soybean

乳、大豆

milk, soybean

乳

milk

乳、大豆

milk, soybean

コーン/カップ

cone/cup

アレルゲン28品目

Allergy obligation of indication

乳

milk

小麦、乳、卵、大豆

wheat, milk, egg, soybean

乳

milk

小麦、乳、卵、大豆

wheat, milk, egg, soybean

乳

milk

小麦、乳、卵、大豆

wheat, milk, egg, soybean

乳

milk

小麦、乳、卵、大豆

wheat, milk, egg, soybean

コーン

cone

カップ

cup

コーン

cone

抹茶

Matcha soft serve

抹茶白玉あずき

Matcha soft serve w/Shiratama mochi and Red bean

paste
カップ

cup

乳、大豆

milk, soybean

乳、大豆

milk, soybean

乳、大豆

milk, soybean

抹茶白玉あずきラテ

Matcha Latte w/Shiratama mochi, Red bean paste

and Whipped cream

HOT

ICED

乳

milk抹茶ソフトクリームラテ

Matcha Latte w/Milk soft serve
ICED

乳、大豆

milk, soybean

ほうじ茶白玉あずき

Hojicha soft serve w/Shiratama mochi and Red bean

paste

ソフトクリーム

Soft serve selection

乳、大豆

milk, soybean

抹茶チョコレートラテ

Matcha Latte w/Chocolate sauce and Whipped cream

HOT

ICED

HOT

ICED

乳

milk

乳

milk

抹茶ラテ

Matcha Latte



作成日：2022年9月26日

カロリー タンパク質 脂質 炭水化物 食塩相当量

Calories Protein Lipid Carbohydrate Salt equivalent

ｋｃａｌ ｇ ｇ ｇ ｇ

＊ As for items not listed on the sheet, please feel free to ask our staff at the store or call our customer support.※　掲載されていない商品については、お問い合わせ先または各店舗スタッフまでお問い合わせください。

＜お問い合わせ先＞　株式会社 七葉　tel.03-6421-1752

 【受付時間】　10：00～18：00（土日祝日を除く）

商品名

Item

<Contact info.> Nanaha Co.,Ltd  Ph:03-6421-1752

【Office hours】 10:00am - 6:00pm (Weekdays only)

・　カロリーの数値については、検査機関の分析値もしくは、食品成分表より計算しています。

　　商品や店舗ごとで異なる場合もありますのでご了承ください。

・　砂糖やミルク等、カスタマイズされた場合やお客様ご自身でトッピングされた場合は、

　  情報が異なりますのでご了承ください。

【 2022年秋冬　カロリー・アレルギー情報一覧表（宮古島店用） 】
【 Calories, allergy and nutrition information sheet for 2022 Drink & Sweets menu

（Tokyo Dome store only）】

・　The numerical value of the calorie is calculated based on the analytical value or Standard tables of food composition

    in Japan of an inspection  institute.

    Please kindly note that it may vary depending on the item or the store.
・　Please kindly note that information displayed on this sheet changes when you customize your item with sugar,

    milk and other toppings.

・　アレルギー物質に対する感受性は、個人差がありますので表示データは目安としていただき、

　　専門の医師にご相談のうえ、最終的に判断される事をおすすめします。

・　アレルギ−の表示を「なし」としている商品につきましても、

    製造工程や各店舗にて付着・混入する可能性がありますのでご了承ください。

・　ホームページ上ではすべての商品は掲載されておりません。

・　店舗によって品揃えが異なります。ご了承ください。

・　Please use this information for your reference only. Sensitivity to allergens may vary.

    Please consult with your physician first and order items at your own risk.

・　Please kindly note that all the items are prepared at the store or the factory that also make products containing

　　tree nuts, wheat, soy, eggs, and milk.

・　The availablity of items may vary depending on the store. Thank you for your understanding.

・　Not all the items are listed on our company website.

カフェイン

Caffeine

蜂蜜

Honey

コーン/カップ

cone/cup

アレルゲン28品目

Allergy obligation of indication

M 143 7.8 6.5 13.0 0.2 〇 -

L 196 10.7 8.9 17.7 0.3 〇 -

M 176 7.3 6.0 23.3 0.2 〇 -

L 250 10.4 8.4 33.0 0.3 〇 -

M 286 8.5 10.8 38.3 0.3 〇 -

L 351 10.8 12.6 48.3 0.3 〇 -

M 344 8.5 11.7 51.1 0.3 〇 -

L 446 11.8 14.3 67.3 0.3 〇 -

M 291 7.8 10.7 40.5 0.3 〇 -

L 357 9.8 12.4 51.2 0.4 〇 -

M 349 7.8 11.6 53.3 0.3 〇 -

L 452 10.8 14.2 70.2 0.4 〇 -

M 248 8.6 7.7 36.2 0.2 〇 -

L 326 11.8 10.3 46.4 0.3 〇 -

M 6 0.6 0.1 0.8 0.0 〇 -

L 10 0.9 0.2 1.2 0.0 〇 -

M 10 0.9 0.2 1.2 0.0 〇 -

L 13 1.2 0.2 1.5 0.0 〇 -

M 8 0.4 0.1 1.3 0.0 〇 -

L 15 0.8 0.2 2.5 0.0 〇 -

M 11 0.6 0.2 1.9 0.0 〇 -

L 19 1.0 0.3 3.2 0.0 〇 -

M 8 0.4 0.0 1.5 0.0 〇 -

L 12 0.6 0.0 2.2 0.0 〇 -

M 8 0.4 0.0 1.5 0.0 〇 -

L 12 0.6 0.0 2.1 0.0 〇 -

M 7 0.3 0.0 1.2 0.0 〇 -

L 10 0.5 0.0 1.7 0.0 〇 -

抹茶・ほうじ茶

ベース

Matcha・Hojicha base

なし

none

なし

none

なし

none

乳

milk

乳、大豆

milk, soybean

乳、大豆

milk, soybean

ほうじ茶ラテベース

Hojicha Latte base

乳

milk

乳

milk

乳、大豆

milk, soybean

乳、大豆

milk, soybean

乳、大豆

milk, soybean

乳、大豆

milk, soybean

乳

milk

乳、大豆

milk, soybean

乳、大豆

milk, soybean

ほうじ茶チョコレートラテ

Hojicha Latte w/Chocolate sauce and Whipped cream

HOT

ICED

乳

milk

乳

milk

ほうじ茶ラテ

Hojicha Latte

HOT

ICED

ほうじ茶キャラメルラテ

Hojicha Latte w/Caramel sauce and Whipped cream

HOT

ICED

なし

noneほうじ茶ブラウンティー

Hojicha americano (sugar free)

ICED

なし

none

なし

none

なし

none

抹茶グリーンティー

Matcha americano (sugar free)

なし

none

ほうじ茶ソフトクリームラテ

Hojicha Latte w/Milk soft serve
ICED

HOT

ICED

HOT

コーヒー

Coffee

なし

none

なし

none

なし

none

なし

none

アメリカンコーヒー　※

Americano
HOT

ブレンドコーヒー

Blended coffee

HOT

ICED

なし

none

なし

none



作成日：2022年9月26日

カロリー タンパク質 脂質 炭水化物 食塩相当量

Calories Protein Lipid Carbohydrate Salt equivalent

ｋｃａｌ ｇ ｇ ｇ ｇ

＊ As for items not listed on the sheet, please feel free to ask our staff at the store or call our customer support.※　掲載されていない商品については、お問い合わせ先または各店舗スタッフまでお問い合わせください。

＜お問い合わせ先＞　株式会社 七葉　tel.03-6421-1752

 【受付時間】　10：00～18：00（土日祝日を除く）

商品名

Item

<Contact info.> Nanaha Co.,Ltd  Ph:03-6421-1752

【Office hours】 10:00am - 6:00pm (Weekdays only)

・　カロリーの数値については、検査機関の分析値もしくは、食品成分表より計算しています。

　　商品や店舗ごとで異なる場合もありますのでご了承ください。

・　砂糖やミルク等、カスタマイズされた場合やお客様ご自身でトッピングされた場合は、

　  情報が異なりますのでご了承ください。

【 2022年秋冬　カロリー・アレルギー情報一覧表（宮古島店用） 】
【 Calories, allergy and nutrition information sheet for 2022 Drink & Sweets menu

（Tokyo Dome store only）】

・　The numerical value of the calorie is calculated based on the analytical value or Standard tables of food composition

    in Japan of an inspection  institute.

    Please kindly note that it may vary depending on the item or the store.
・　Please kindly note that information displayed on this sheet changes when you customize your item with sugar,

    milk and other toppings.

・　アレルギー物質に対する感受性は、個人差がありますので表示データは目安としていただき、

　　専門の医師にご相談のうえ、最終的に判断される事をおすすめします。

・　アレルギ−の表示を「なし」としている商品につきましても、

    製造工程や各店舗にて付着・混入する可能性がありますのでご了承ください。

・　ホームページ上ではすべての商品は掲載されておりません。

・　店舗によって品揃えが異なります。ご了承ください。

・　Please use this information for your reference only. Sensitivity to allergens may vary.

    Please consult with your physician first and order items at your own risk.

・　Please kindly note that all the items are prepared at the store or the factory that also make products containing

　　tree nuts, wheat, soy, eggs, and milk.

・　The availablity of items may vary depending on the store. Thank you for your understanding.

・　Not all the items are listed on our company website.

カフェイン

Caffeine

蜂蜜

Honey

コーン/カップ

cone/cup

アレルゲン28品目

Allergy obligation of indication

M 92 5.1 4.7 7.3 0.2 〇 -

L 122 6.7 6.2 9.6 0.2 〇 -

M 110 6.0 5.6 8.6 0.2 〇 -

L 146 8.0 7.4 11.4 0.2 〇 -

M 175 5.6 10.3 14.8 0.2 〇 -

L 219 7.4 11.9 20.4 0.2 〇 -

M 211 6.6 13.1 16.4 0.2 〇 -

L 261 8.7 15.0 22.5 0.3 〇 -

M 204 8.2 8.1 24.4 0.3 〇 -

L 241 10.2 10.0 27.2 0.3 〇 -

トッピング用　白玉

Shiratama mochi
41 0.8 0.1 9.2 0.0 - -

トッピング用　あずき

Red bean paste
75 2.1 0.1 16.7 0.0 - -

トッピング用　キャラメルソース

Caramel sauce
29 0.0 0.1 7.1 0.0 - -

トッピング用　チョコレートソース

Chocolate sauce
28 0.3 0.1 6.5 0.0 〇 -

トッピング用　ホイップクリーム

Whipped cream
71 0.3 5.5 5.1 0.0 - -

トッピング用　抹茶ソフトクリーム

Matcha soft serve
96 2.6 2.5 16.1 0.1 〇 -

トッピング用　抹茶ミックスソフトクリーム

Matcha and milk swirl soft serve
95 2.4 2.5 16.0 0.1 〇 -

トッピング用　ほうじ茶ソフトクリーム

Hojicha soft serve
98 2.4 2.5 16.4 0.1 〇 -

トッピング用　ほうじ茶ミックスソフトクリーム

Hojicha and milk swirl soft serve
96 2.3 2.5 16.1 0.1 〇 -

トッピング用　バニラソフトクリーム

Milk soft serve
95 2.2 2.5 15.8 0.1 - -

乳

milk

乳

milk

「※」はメニュー表記にはございませんが、対応可能商品となります。

Items w/ 「※」are available upon request.

大豆

soybean
-

-
乳、大豆

milk, soybean

-
なし

none

-
乳

milk

-
乳

milk

-
乳

milk

-
乳

milk

-
乳

milk

トッピング

Toppings

-
なし

none

-
乳

milk

乳、大豆

milk, soybean

乳、大豆

milk, soybean

ICED

乳、大豆

milk, soybean

乳、大豆

milk, soybean

コーヒー

Coffee

乳

milk

カフェラテ

Cafe Latte

HOT

ICED

乳

milk

乳

milkカフェソフトクリームラテ

Cafe Latte w/Milk soft serve
ICED

乳

milk

カフェモカ

Cafe Mocha

HOT


