
ご一緒にどうぞ 生ハムとりんごのシーザーサラダ

フルーツ、フルーツ、フルーツ

フレンチトーストで
 とっておきの時間を！

イチゴ・バナナ・キウイ・マンゴー…
フルーツの宝石箱のようなフレンチトースト
ヨーグルトホイップクリームをたっぷり添えました。

キャラメルハニーバターにお好みで
ヨーグルトホイップとメープルと合わせてどうぞ。

オリジナルの濃厚たまごソースに
じっくりとたっぷり染み込ませました。
外はカリッと香ばしく、中はトロふわっと
卵とミルクの自然なやさしい味わい。

1,300

クラシックトースト
950

シナモンシュガーでキャラメルにしたバナナと
ウォールナッツ。香りと食感をお楽しみください。

キャラメルバナナ
1,200

ローストしたりんごとバニラアイスを添えた
シナモン香るアップルパイスタイル。

シナモンアップル
1,200

フレンチトーストを積み重ねてじっくり焼き上げた
新スタイル。ラムレーズン入り、濃厚バニラのせ。

レモン＆ラムレーズン
1,100

半熟たまごにバジル風味ソースとパプリカ
風味のソース。 2種類の味でどうぞ。

エッグベネディクト
1,300

900

ペッパーベーコンとレッドチェダーチーズ・
ピクルスのお食事系フレンチトースト。

ベーコン＆チェダーチーズ
1,200

表示価格は全て税込価格です。

フレンチ トーストFrench Toast

Frus
fluflus

!!

Classic Toast Caramelized Banana

Fruits Fruits Fruits !!

Cinnamon Apple

Lemon & Rum Raisin Eggs Benedict Bacon & Cheddar Cheese

15：00からのご提供です

焼き上がる迄
２０分 ほど
か かります

•オーガニックコーヒー
　Hot / Iced

•ブラッドオレンジジュース

下記ドリンクより
お1つお選びくださいDrink Set

•オーガニックティー
　Hot / Iced

•りんごジュース•アイスハーブティー
オーガニックデトックス

 +350
•カフェラテ

•フルーツ＆ベジタブルの
 メニューよりお好きなスムージー

下記ドリンクより
お1つお選びください

•カフェモカ

•スペシャルのメニューより
お好きなドリンク

Growers Set  +550ドリンク
セット

グロワーズ
セット



こころとからだに
とっておきのご褒美
フレッシュなフルーツ・おやさい・
そして豆乳など季節の旬な素材を取り入れ
美容・健康そして味にこだわった
からだにやさしいスムージーです

表示価格は全て税込価格です。

フルーツ＆ベジタブルFruits&Vegetables

グリーンスムージー
アボカド、小松菜、バナナ

ビタミンC、カロテン、カルシウム、鉄分に食物繊維も豊富な
スタミナ野菜「小松菜」。 強烈なグリーン、だけど味は甘くて
まろやか。栄養価抜群のスムージーです。

750

Gree nSmohie

ビタミンEやポリフェノール、
ビタミンCの豊富な3種ベリー。
鮮やかな色彩と甘酸っぱい味わい
にココロつかまれてください。

3種ベリーの
スムージー

Strawberry
Blueberry

Rpberry

食物繊維豊富なさつまいもと
栄養満点の栗のスムージー。
整腸作用と栄養補給を
美味しくどうぞ。

さつまいもと栗の
スムージー

750750

Swe po and
Chtn

フレンチトーストとセットで550円でご注文いただけます

みかんのビタミンCやコラーゲン、
ナッツのビタミンBなど、
美容と健康に。

みかんとナッツの
杏仁スムージー

750

Orang and ns,
Apric  

チョコとバナナの黄金の組合せ。
エネルギー源にもなり、
ヘルシーに空腹を満たしてくれる
安心の一杯です。

完熟バナナの
ショコラスムージー

750

Banana
Choce



表示価格は全て税込価格です。

最高品質のホールリーフ（砕かずそのままの茶葉）を使用。

ハーブやフルーツにもこだわった自然の味わい。< Mighty Leaf  >
サンフランシスコ発の健康志向ティーブランド

カフェラテにキャラメルシロップ＆ホイップ！

Drip Coffee ドリップコーヒー

ダブルショットのエスプレッソをお湯で割りました。
アメリカーノ 500Hot / Iced

ダブルショットのエスプレッソに牛乳！
630Hot / Icedカフェラテ

カフェラテにチョコシロップ＆ホイップ！
650Hot / Icedカフェモカ

キャラメルマキアート 650Hot / Iced

アーモンドミルクのカフェラテ！香り豊かな味わい。
アーモンドキャラメルラテ 650Hot / Iced

オーガニックピュアブラック 550
口当たりの良いプレーンアイスティー。
フルーティーなほのかな香りのアイスティーです。

 Iced

オーガニックデトックス ノンカフェイン 630
ミントやバジルなどのハーブに草花の根をブレンド。
すっきりとした飲み口で心身ともにリフレッシュ。

 Icedカモミールシトラス 630
カモミールと爽やかな柑橘の香りですっきりリラックス。

Hot

Tea  紅茶

ブレックファストティー 550
程よい渋みと華やかな香りが楽しめる定番の茶葉。

Hot

ホットコーヒー 550
ほのかな甘味、しっかりしたボディ
豊かな後味をお楽しみください！

アイスコーヒー 550
飲みごたえもあり、しっかりとしたコクと苦味、
後味に甘みを感じさせるアイスコーヒー。

有機認定農園で栽培されたコーヒー豆を使用した
芳醇な香りと味わいのオリジナルブレンドコーヒー。

Esspresso  エスプレッソ

Recommended  期間限定おすすめ

< 有機栽培珈琲 >

ミルクをソイミルクに変更できますソイミルク +50

Growersココア
Hot / Iced 680
ココア、アーモンド、はちみつ、キャラメルなど、
他にはないこだわりのココアです。

550
ホット
ジンジャーレモン
生姜をふんだんに、きび糖でやさしく、レモンでさわやかに
シナモンの香りがほんのり香り、心もからだもあたたます。



表示価格は全て税込価格です。

ライチの香りのジャスミンティーにオレンジ・
グレープをたっぷり！グロワーズカフェなら
ではのフルーツジャスミンティーです！

フルーツ
ジャスミンティー
680

アガベシロップを使ったドライな味わいの
レモンスカッシュ。シチリアレモンの
グラニテ、凍らせたレモンを合わせました。

イタリアン
レモンスカッシュ
680

オリジナルのいちごピューレソースを使用。
ヨーグルトのやさしい味わいにいちごの香りと
酸味がちょうどいいアクセントに。

ヨーグルトドリンク
ストロベリー
680

マンゴーのソースと果肉を合わせ、マンゴー感
たっぷりに。 まろやかなヨーグルトとの相性が
良く南国気分が楽しめます。

ヨーグルトドリンク
マンゴー
680

風味豊かな抹茶とクリームチーズ、
ホワイトチョコのなめらかな口あたりを
どうぞお楽しみください。

抹茶チーズティー

650

抹茶をやさしいラテ仕立てで、
隠し味にきな粉を使用しました！
きび三温糖のシロップでどうぞ

抹茶ラテ Hot / Iced

650

フレンチトーストとセットで550円でご注文いただけます

ブラッドオレンジジュース 600/ ForKids 300
イタリア産赤いオレンジ。香りが良く、程よい酸味が爽やか。

キッズミルク Hot / Iced ForKids 300

ホームメイドジンジャーエール 600/ ForKids 300
自家製のジンジャーシロップでつくりました。

からだにやさしい
イタリア産オーガニックソーダ

ガソーダ
780

天然水使用。人口甘味料、着色料を使用していません。
さわやかでほんのりレモンを感じるやさいいソーダ。

600/ ForKids 300
青森県産りんご
“葉とらず”100％ジュース

まろやかなのにしっかり。 青森県産りんごを丸ごと‼

Special

　
ハートランド  680300ml 瓶

ノンアルコール キリン零 ICHI 630334ml 瓶 フレッシュハーブのハイボール 780

白ワイン/赤ワイン 650ムレダ オーガニック

スペシャル

Juice  ジュース

Maccha  抹茶

Alcoal アルコール

ForKids … 12歳以下のお子様用サイズです。


