
One plate Set

CREAM CHEEESE PANCAKE

Standard Set

   ワンプレートセット  ／  3種からお好きなものをチョイス！

   スタンダードランチ  ／  サラダ・デリがついたセットor単品を選べます。

お好きなメニューにサラダ・デリがついてます。デザートやアルコールもお選びいただけます。

F O O D  S E T S W E E T S

コーヒー（H/I）
紅茶（H/I）
100%オレンジジュース

100%グレープフルーツジュース

set drink +¥210 set sweets +drink +¥450

アンカースチーム

ハートランド

ワイン（赤/白）

・山盛りフライドポテト

・トリュフフライドポテト

・十六穀米ライス

alcohol side dish

¥860
¥680
¥780

＋

¥650
¥850
¥180

Kids Lunch
キッズランチ キッズプレート  ¥780

小学生未満のお客様にお召し上がりいただけます。

salad set ¥1,450　単品¥1,150salad set¥1,490 単品¥1,190salad set¥1,190 単品¥890

※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。 ※当店の価格はすべて税込表記です。 ※価格はすべて税込表記です。

からあげ黒酢あんかけ

¥1,290

デミグラスソースの
　　チーズハンバーグ

¥1,490

照り焼きチキン
　　オーバーライス

¥1,290

お好きな
デミタスカップケーキ1個

セットドリンク1杯

　エビとアスパラのフォー     明太子チーズドリア     ベーコンエッグ
    パンケーキ

人
気

お
す
す

め

定
番

ミニ
スムージー付

・AOPバター ...................................２切　¥150

・オーガニックメイプル .................. 30cc　¥250

・ホイップクリーム .....................................  ¥120

・バニラアイス ...........................................  ¥200

TOPPING

キッズパンケーキ ¥590
※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。

  kids pancake

オーガニックメイプル& AOPバター ¥1,000  organic maple & AOP butter

ティラミス ¥1,200   tiramisu

ストロベリーミルク ¥1,200  strawberry milk

コームハニー&フレッシュフルーツ ¥1,480  comb honey & fresh fruit

ブルーベリーコンポート&AOPバター ¥1,000  blueberry compote & AOP butter

CAKE SET
ケーキセット

こちらのスイーツメニューをご注文いただいた
お客様は全てのドリンクが¥200offとなります。

DRINK

¥200o�

ブルーベリーコンポート&AOPバターコームハニー&フレッシュフルーツ ストロベリーミルク



D R I N K S W E E T S

※価格はすべて税込表記です。

オーガニックコーヒー   organic coffee HOT/ICE ¥590

カプチーノ　cappuccino HOT ¥680 / ICE ¥730

キャラメル カプチーノ   caramel cappuccino   HOT/ICE ¥760

コーヒーフロート    coffee float  ICE ¥880

ウインナーコーヒー   wiener coffee HOT/ICE ¥830

カフェラテ   cafe latte  HOT ¥630 / ICE¥680 

COFFEE

SMOOTHIE

ロイヤルミルクティー  royal milk tea HOT/ICE ¥750

ロイヤルミルクバニラ  royal milk vanilla ICE ¥1,080

セイロンティー  ceylon tea　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       HOT ¥750
 イングリッシュブレックファースト。

 しっかりとした味と甘い香りで、ミルクティーにも合います。

ダージリン  darjeeling tea HOT ¥750
 「紅茶のシャンパン」とも呼ばれる、

 爽やかな香りとあっさりした味わい。

アールグレイ  earl gray HOT ¥750
 優しい味わいのセイロンティーを、

 爽やかなベルガモットで香り付けしました。

アイスティー   ice tea    （レモン / ミルク / ストレート） ICE ¥630

ローズヒップハイビスカス  rosehip hibiscus HOT ¥750
ビタミンCたっぷりの、美容にうれしいハーブティーです。

カモミールミント  chamomile mint HOT ¥750
ストレスが溜まってお疲れの方に。

胃腸の不調にも効果的です。

TEA

Organic Herb Tea

Organic Herb Tea

amsu tea（アムシュティー） スリランカ現地のティーカンパニーと直接契約し、

日本人の好みに合わせたこだわりの茶葉。

レッドスムージー   red smoothie ¥800

ORIGINAL SYRUP DRINK
「TABLES」オリジナルのフルーツや

ジンジャーのシロップ漬けを使ったドリンク。

イチゴ×バナナ×カシス×ブドウ×リンゴ×オレンジ

SOFT DRINK ソフトドリンク

オレンジスパーク  orange spark ¥730

レモンスパーク   lemon spark ¥730

ジンジャースパーク   ginger spark ¥730

ストロベリースパーク  strawberry spark ¥840

ストロベリーミルク   strawberry milk HOT/ICE ¥840

100%オレンジジュース    orange juice ¥680

100%グレープフルーツジュース
grapefruit juice ¥680

100%アップルジュース    apple juice ¥680

キッズドリンク     kids drink ¥280
（100%オレンジ or 100%アップル）

Alcohol

アンカースチーム（355ml）  anchor steam ¥860

ハートランド   heartland ¥680

アルコール

I.W. ハーパー ¥750   I.W. harper

ワイン 赤 / 白    red wine / white wine glass  ¥780

ブラントンブラック  ¥860   brantone black

こちらのスイーツメニューを

ご注文いただいたお客様は

全てのドリンクが¥200offとなります。

PARFAIT

リッチバニラストロベリーパフェ  
 rich vanilla strawberry ¥1,350

リッチチョコバナナパフェ   rich choco banana ¥1,250

ストロベリーブリュレパフェ   strawberry bruleé ¥1,550

人気!

ORIGINAL SWEETS

ベリーのパンナコッタ   berry panna cotta ¥600

NYチーズケーキ   NY cheese cake ¥500

完熟イチゴのタルト   strawberry tart ¥980

完熟イチゴのタルト完熟イチゴのタルト
strawberry tar t

NYチーズケーキ

NY Cheese cake

リッチパフェ

rich par fait
ストロベリーブリュレパフェ
strawberry brulee par fait

Alcohol (sour / cocktail / mojito)

オレンジリッキー    orange rickey ¥880

ジンジャーリッキー    ginger  rickey ¥880

ストロベリーリッキー    strawberry rickey ¥950

「TABLES」モヒート    「TABLES」mojito ¥880

フレッシュフルーツモヒート   fresh fruit mojito ¥940

タブレスサワー   「TABLES」 SOUR レモン   ¥800
 イチゴ  ¥1,300

DRINK

¥200
o� 

CAKE
SET
ケーキセット


