CREAM CHEESE PANCAKE

DRINK
コーヒー
厳選されたコーヒー豆を一杯ずつ丁寧に淹れた、香り高いドリップコーヒー。
ストロングブレンド .. HOT¥ 450

ウィンナーコーヒー .....ICE/HOT ¥ 700

オーガニックペルー ... HOT¥ 500

アイスコーヒー ................ ICE ¥ 460

カフェオレ ......... ICE ¥550 / HOT¥ 500

コーヒーフロート ............. ICE ¥ 700

【深煎】

【中深煎】

紅茶（ホットはポットサービス）
おすすめ

オーガニックメイプル＆
AOPバター
¥ 1,100

ブルーベリーコンポート＆
AOPバター
¥ 1,300

ストロベリーミルク
¥ 1,280

コームハニー＆
フレッシュフルーツ¥ 1,400

オーガニックのメイプルシロップと
ブルーベリーコンポートとフランス産
フランス産発酵バターのシンプルな一品。 発酵バターをトッピング。

フレッシュとコンポートの2種類の
イチゴを練乳ソースで仕上げました。

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。

[ 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。
アールグレイ .................. HOT ¥ 700

ロイヤルミルクティー... ICE / HOT ¥800

セイロンティー............... HOT ¥ 700

マウンテン
ロイヤルミルクティー... ICE / HOT ¥800

アイスティー ................... ICE ¥ 600

ORIGINAL CAKE

ロイヤルミルクバニラ........ ICE ¥1,000

オリジナルシロップドリンク
フルーツやジンジャーを漬けた「TABLES」オリジナルのシロップ。

タブレスオリジナルケーキや、
デミタスカップケーキなど、

オレンジスパーク ................ ¥ 700

ジンジャースパーク ............. ¥ 700

レモンスパーク.................... ¥ 700

ストロベリースパーク ......... ¥ 800

オレンジとほんのり蜂蜜の爽やかスパーク。 ピリ辛ジンジャーにレモンの酸味が好相性。

“テイクアウトO K ” です！

レモンの爽やかな酸味のすっきりスパーク。 甘酸っぱいストロベリーシロップに
レモンとミントのアクセント。

お気軽にお申し付けください。
おすすめ

完熟イチゴのタルト¥ 980

NYチーズケーキ

¥

500

クリームチーズたっぷりしっとり
しっかりと焼き上げたタルトに
カスタードとイチゴをふんだんに使用した 焼き上げた甘さ控えめのチーズケーキ。
贅沢なタルト。

クラシックショコラ ¥ 570

1個 ¥250~

TA

オリジナル

クイーン
ピスタチオ

ベリー
ストロベリー

ダブルチョコ

ナチュラル
レモン

ティラミス

メロンソーダ
¥800

ティーソーダ
¥800

KE OUT

DEMITASSE
CUP CAKE BOX
¥

PICK UP!

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。

プレゼント・お土産に

デミタスカップケーキ

タブレスクリームソーダ

1,000~

ソフトドリンク
オレンジジュース ................ ¥ 550
アップルジュース ................ ¥ 550
グレープフルーツジュース..... ¥ 550

ジンジャエール.................... ¥ 550
コーラ .................................. ¥ 550
ペリエ.................................. ¥ 650
価格は税込表記です。

A LA CARTE

ALCOHOL

小皿

サラダ

オリジナルシロップサワー

ポテトサラダ .................... ¥ 300

「TABLES」オリジナルシロップとスパークリングワインを使った
たっぷりのフレッシュなフルーツで飲むデザート感覚のサワー！

ピクルス............................ ¥ 300

PICK UP!

生ハム ............................... ¥ 500

揚げ物

水牛モッツァレラチーズと
トマトのカプレーゼ............ ¥ 800

げんこつミンチカツ ..... 1ケ ¥450

生ハムと水牛モッツァレラチーズの
サラダ.............................. ¥ 1,200

レモンリッキー¥ 680
レモンシロップ×
ウォッカ×ソーダ

フィッシュ＆チップス...... ¥ 650
海老のフリット
バジルマヨネーズ ............. ¥800

ジンジャークーラー¥ 680
ジンジャーシロップ×
ストーンズジンジャー×
ジンジャーエール

ビール
サントリー プレミアムモルツ .............................. ¥ 500
アサヒ ドライゼロ（334ml） .................................... ¥ 500
ノンアルコールビール

ハイボール
ハイボール .......................................................... ¥ 400
ウイスキー×ソーダ

おすすめ

フライドポテト ................... ¥ 400

おすすめ

唐揚げ5P........................... ¥ 500

おすすめ

チキン南 蛮 ........................ ¥ 500

ジンジャーハイボール ........................................ ¥ 450
ウイスキー×ジンジャーエール

コークハイ .......................................................... ¥ 450
ウイスキー×コーラ

スパークリングワイン

タブレスの定番メニュー！
おすすめ

ロティサリーチキン

¥

700

独自にブレンドした
スパイス＆ハーブで香り付けしたチキンを
“皮はパリッと中はジューシー”に焼き上げています。
「TABLES」コロッケ

「TABLES」コロッケ

1ケ¥

180

グラス.................................................................. ¥ 800
ボトル............................................................... ¥ 3,500

ワイン
グラスワイン

赤・白 ........................................ ¥ 500

ボトルワイン

赤・白 ..................................... ¥ 2,500
価格は税込表記です。

