
¥1,280税込

マダガスカルバニラを使ったホイップクリームの

とろとろ食感に仕上げた、プレミアムショートケーキ。

イチゴのメルティショートケーキ



MENU
sweets
drink

alcohol

「TABLES」特製パンケーキは、フランス産の小麦を使用した生地と、クリームチーズを合わせてふんわりと

焼き上げました。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。



　　　価格は税込表記です

CREAM CHEESE PANCAKE　　　クリームチーズパンケーキ

※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    1,070

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。

【オーガニックメイプルシロップ、AOP発酵バター】

Organic maple & AOP butter

ティラミス 1,430

マスカルポーネに苦味のきいた
コーヒーチョコレートソースをあわせました。

【マスカルポーネチーズ、コーヒーチョコレートソース、ホイップクリーム】

Tiramisu

ブルーベリーコンポート&AOPバター  1,180

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。

【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】

Blueberry compote & AOP butter

※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。

「TABLES」特製パンケーキは、フランス産の小麦を使用した生地と、クリームチーズを合わせてふんわりと

焼き上げました。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。



　　　価格は税込表記です

CREAM CHEESE PANCAKE　　　クリームチーズパンケーキ
※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

ストロベリーミルク 1,430

フレッシュとコンポートの２種類のストロベリーに
練乳ソースで仕上げました。

【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】

Strawberry milk

人気
NO.1

コームハニー&フレッシュフルーツ 1,540

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。

【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】

Comb honey & fresh fruit

PAN CAKE SET
パンケーキセット
お好きなパンケーキに +¥250

   マークは  +¥350

コーヒー（H/I）

紅茶（H/I）

ミルク

ウインナーコーヒー（H/I）

アップルジュース

オレンジジュース

グレープフルーツジュース

ウーロン茶

トッピング

TOPPING

AOPバター ……………………………… 2 切  100

ホイップクリーム …………………………… 100

バニラアイス ………………………………… 160

オーガニックメイプル ……………… 30cc   210

※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



　　　価格は税込表記です

ORIGINAL SWEETS　　　「TABLES」オリジナルスイーツ

ホットアップルパイ 820

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
温かいアップルパイ。 冷たいバニラアイスを添えて。

Hot apple pie

ガトーショコラ 750

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。

Gateau chocolat

NYチーズケーキ 780

濃厚チーズとクルミ入りのクランブル生地。
NY Cheese cake

PAN CAKE SET
パンケーキセット
お好きなパンケーキに +¥250

   マークは  +¥350

コーヒー（H/I）

紅茶（H/I）

ミルク

ウインナーコーヒー（H/I）

アップルジュース

オレンジジュース

グレープフルーツジュース

ウーロン茶



　　　価格は税込表記です

「TABLES」タブレスの

コーヒーメニューは

有機JAS認定オーガニックの

コーヒービーンズを

使用しております。

まろやかでコクのある

味わいのドリップコーヒーや

凝縮されたエスプレッソを使った

ラテやアレンジドリンクを

お楽しみください。

COFFEE

日本の水質、日本人の味覚に合う

茶葉を厳選した「amuse tea」の

紅茶を使用しております。

スリランカ産の茶葉にこだわり、

渋みや苦味を抑え口当たりの良い

マイルドな味わいの紅茶を

お楽しみください。

TEA



　　　価格は税込表記です

ORGANIC  COFFEE　　　オーガニックコーヒー

キャラメル  カプチーノ Hot / Ice 680   Caramel cappuccino  

甘くほろ苦い、キャラメル風味のカプチーノ。

カフェモカ Hot / Ice 680   Ca�è mocha

ホイップクリームを浮かべたチョコレート風味のカプチーノ。

エスプレッソ Single 450 / Double 550   Espresso

オーガニックの豆を使用。 濃縮されたコクと苦み。

ウインナーコーヒー Hot / Ice 600   Vienna co�ee

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 Hot / Ice 600   Ca�è latte

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。

コーヒーフロート 780   Co�ee float

バニラアイスクリームを浮かべたアイスコーヒー。

オーガニックコーヒー
Organic Coffee

ウインナーコーヒー
Wiener Coffee

オーガニックコーヒー Hot / Ice 500
有機栽培で大切に育てられたコーヒービーンズ。
ペーパードリップで淹れたまろやかでコクのある味わい。

   Organic co�ee

カフェインレスコーヒー Hot 550
カフェインが苦手な方へ、デカフェのコーヒー。　※こちらは、オーガニックではございません。

   Decaf co�ee



　　　価格は税込表記です

甘いりんごに似た優しい香りのハーブティ。 ※ノンカフェイン

カモミール  Hot / Ice 680  Chamomile

抗酸化成分を豊富に含み、アンチエイジングに役立つハーブティ。 ※ノンカフェイン

ルイボス Hot / Ice 680  Rooibos

新茶の茎を浅く焙じた、香ばしい棒茶の香りとすっきりとした飲み心地。

加賀棒茶  Hot / Ice 680  Kaga stem tea

ロイヤルミルクバニラ 980
芳香な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

　　　紅茶（ホットはポットサービス）TEA

イングリッシュブレックファースト Hot / Ice 600
ディンブラ産。 香りや味わいのバランスのとれた英国式のブレンド。

   English breakfast

アールグレイ Hot / Ice 680
爽やかなベルガモットの香りをブレンドしたフレーバーティ。

   Earl grey

ロイヤルミルクティー Hot / Ice 750
格別のコクと深みのある茶葉に、ミルクを合わせた濃厚な味わい。

   Royal milk tea

Royal  Mi lk Vani l la
ロイヤルミルクバニラ

Tea
紅茶



　　　価格は税込表記です

ORIGINAL SYRUP DRINK
「TABLES」オリジナルのフルーツのシロップ漬けを使ったドリンク。

　　　オリジナルシロップドリンク

オレンジスパーク 720
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

レモンスパーク 720
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

SOFT DRINK
厳選した100%ジュース＆炭酸ドリンク。

　　　ソフトドリンク

100%オレンジジュース 500   Orange juice

100%グレープフルーツジュース
 500   Grapefruit juice

100%アップルジュース 500   Apple juice ウーロン茶  500   Oolong Tea

コカコーラ 500    Cola

ジンジャーエール  500   Ginger ale

　　　ノンアルコールカクテルNON-ALCOHOL COCKTAIL

ミント＆ライムの香りはじけるノンアルコールモヒート。

ベビーモヒート 780    Baby mojito



　　　価格は税込表記です

　　　ビール / ハイボールBEER / HIGH BALL

　　　ワインWINE

ボトルビール　ハートランド 600

ノンアルコールビール　サントリーオールフリー 500

ジムビームハイボール（ジムビーム×ソーダ） 500

コークハイボール（ジムビーム×コーラ） 550

ジンジャーハイボール（ジムビーム×ジンジャーエール） 550

スパークリングワイン Half Bottle 1,300

ワイン 赤 / 白 Glass 580 / Bottle 2,500

   Bottle beer HEART LAND

   Non-alcohol Beer SUNTORY All-free

   JIMBEAM High Ball

   Coke High Ball

   Ginger High Ball

   Wine  [ Red / White ]

   Sparkling Wine



　　　価格は税込表記です

 ORIGINAL COCKTAIL
「TABLES」オリジナルのフルーツのシロップ漬けを使ったドリンク。

　　　カクテル

オレンジリッキー 780   Orange Rickey

「TABLES」レモンサワー 700   「TABLES」 Lemon Sour

「TABLES」モヒート 880     「TABLES」  Mojito

　　　スタンダードカクテルSTANDARD COCKTAIL

（ ソーダ / オレンジ / ウーロン ）
カシス 650       Cassis

（ ソーダ / オレンジ ）
カンパリ 650

（ トニック / オレンジ / ジンジャー ）
ウォッカ 650

          Campari

             Vodka

（ ソーダ / オレンジ / ウーロン ）
ピーチ 650             Peach

（ ソーダ / トニック / ジンジャー ）
ジン 650             Gin

（ コーラ / トニック / ジンジャー ）
ラム 650             Rum


