
  Lunch     10:00~15:00 

ＳＰブランチ〈 キッシュ 〉セット Special Quiche set         

 

・・・1500 
《キッシュ+香草サラダ+スコーン+鳥ハム+プチスープ+プチスイーツ 3 種+ドリンク 2 杯分》 

軽食  

ＳＰブランチ〈 プロシュット 〉セット Special Prosciutto set         

 

・・・1500 
《生ハム+香草サラダ+ブレッド+プチスープ+プチスイーツ 3 種+ドリンク 2 杯分》 

ＳＰブランチ〈 スープ 〉セット Special Soup set         

 

・・・1500 
《スープ+香草サラダ+ブレッド +鳥ハム+プチスイーツ 3 種+ドリンク 2 杯分》 

【セットのお飲物はドリンクメニューの 500円台全てからお選び頂けます。】 

 ◆2杯目おかわり 各価格より -100yen 

 

♥

キッシュ セット Quiche set         

 

・・・1000 
《キッシュ+香草サラダ+スコーン+鳥ハム+プチスープ+プチスイーツ+ドリンク》 

ケークサレ セット Cake salé set         

 

・・・1000 
《ケークサレ（お野菜入りお食事ケーキ）+香草サラダ+スコーン+鳥ハム+プチスープ+プチスイーツ+ドリンク》 

チャイルド ブランチ Quiche set for Child      

 

・・・800 
《キッシュ+香草サラダ+プチスイーツ+ドリンク》 

＊小学校低学年まで 

◇国産鳥 

 ◇日高・利尻昆布 

 ◇自家製国産レモン天日塩 

 

◆キッシュ・サレ・スープ 

 

◆サラダ・ドレッシング 

 ◇有機バルサミコ酢 

 ◇有機オリーブオイル 

 ◇海の精 天日塩 

 

◆オーガニック ブレッド 

 ◆無添加プロシュット 

 

◇信州産 香草サラダ 

 
◆自家製国産鳥ハム 

 

基本のランチ食材・素材 

 

◇ゲランド 海塩 

 

◇有機ナッツ など 

◇有機ドライフルーツ 

 

ＳＰブランチ〈 サラダ 〉セット Special Salad set         

 

・・・1500 
《ミックス香草サラダ（ナッツ・ドライフルーツなど）+ブレッド+プチスープ+プチスイーツ 3 種+ドリンク 2 杯分》 

スープは＋300yen で大きいサイズに変更可能 

 

◇季節の無農薬野菜 

 



 

 

  

【セットのお飲物はドリンクメニューの 500円台全てからお選び頂けます。】 

 ◆2杯目おかわり 各価格より -100yen 

 

プチスイーツ アラカルト Petit sweets set         

 

・・・1250 
《プチスイーツ盛り合わせ 6 種類前後 + ドリンク》 

本日のケーキ Today’s Cake set         

 

・・・820 
《本日のケーキ + ドリンク》 

焼き菓子 アソート Cookies Assorted set        

 

・・・900 
《日替わり焼き菓子（クッキーなど）+ プチタルト + ドリンク》 

季節のフルーツ シフォン セット Chiffon cake ＆ fruits set         

 

・・・1250 
《季節のフルーツ + シフォンケーキ + ドリンク》 ＊季節で果物はかわります 

イングリッシュ セット Muffin and scones set         

 

・・・850 
《マフィン+スコーン+ +ドリンク》 

チャイルド プチスイーツ アラカルト Petit sweets set for child        

 

・・・800 
《プチスイーツ 3 種+ドリンク》 ＊小学校低学年まで 

10:00~17:40 Sweets     スイーツ 

ケーキ単品 
                           《生菓子・焼菓子・チョコレート》のショーケースより、お好きな商品をお召し上がり頂けます。（一部除く） 

                            

◆無添加 純生クリーム 100％ 

 ◆発酵無塩バター100％ 

 ◆国外規格 クーベルチュールチョコレート 

 ◆無農薬・自然農法・減農薬 果実 

 ◆自家製 無添加コンフィチュール（ジャム） 

 

基本のスイーツ食材・素材 

 

◆ストレスフリー・ハーブ飼料     など 

 

＝ ショーケースから ＝ 

 



 

  季節のメニュー 

 

（2 週間前より）＊イベント時期はお受けできない場合もございます 

 

季節のフルーツパルフェ Fruit parfait        

 

・・・800 

本日の冷菓子（ジュレ・ムース・パンナコッタ）Cold Sweets         

 

・・・550 

《冷菓子（ジュレ・ムース・パンナコッタ）》 ＊店頭の冷菓子はお持ち帰り専用です 

クーベルチュール ショコラフォンデュ Chocolate fondue         

 

・・・1500 
《クーベルチュールチョコレート + つけあわせ 》 

アフタヌーンティ Afternoon Tea         

 

・・・3800~ 

《サンドウィッチ（軽食）+スコーン 2 種+スイーツプレート 2 段+ドリンク（おかわり自由）+おみやげ》 

4 名様 【銀器にてご提供】 

スイーツパーティ Sweets Party        

 

・・・2000~ 
《スイーツプレート+ドリンク（おかわり自由）》 6 名様～【通常食器にてご提供】   

ライト アフタヌーンティ Light Afternoon Tea         

 

・・・3000~ 

《頸飾+スコーン+スイーツプレーと+ドリンク（おかわり自由）》 

4 名様～【通常食器にてご提供】 

プレミアム アフタヌーンティ（ハイティー）Premium Afternoon Tea        ・・・4500~ 

《お食事+スープ+スコーン 2 種+スイーツプレート 2 段+ドリンク（おかわり自由）+おみやげ 》 

4 名様 【銀器にてご提供】 

過去のアフタヌーンティーのお客様の参考メニューもございます。スタッフにお申し付けください。 

メニュー内容に関しましては、お客様のご要望をお気軽にお伝え頂ければと思います。 

 

 

アフタヌーンティ  AFTERNOON TEA  SAKURA ORIGINAL 

 

予約メニュー 

 

Seasonal Menu        

 

＋300yen でセットに変更可能です 

 

＊フルーツの入荷状況により、ご提供できない場合がございます 

 

夏季限定 

 



 

 

 

  

有機きなこコーヒーBio Soybeans       

 

・・・550 

軽井沢の老舗珈琲店の豆を使用。 

注文後、挽かせていただきます。 

（濃厚煮だしミルクティーです。） 

ロイヤルミルクティ Royal milk tea 

ea  

（国産生姜がピリッと効いた女性に嬉しい濃厚ミルクティーです。） 

ジンジャーミルクティー Ginger milk tea 

珈琲  Coffee 

Drink      お飲物 

カフェラテ Caffé Latte       

 

・・・550 

カプチーノ Cappucino       

 

・・・550 エスプレッソ Espresso       

 

・・・500 

コーヒーフロート coffee        

 

・・・600 

ウィンナーコーヒー Vienna       

 

・・・550 

ミルクティー MilkTea 

 

（上質な特濃ミルクと純生クリームを使用したクリーミーなミルクティーです。） 

クリームミルクティー Cream milk tea 

アフォガート Affogato        

 

・・・600 
（自家製バニラアイスにエスプレッソを注いで） 

ショコラショー Hot Choco       

 

・・・600 
（クーベルチュールチョコレート 100%のホットチョコレート ） 

モカジャバ Mocha Java       

 

・・・650 
（コーヒーゼリーとバニラアイスの贅沢コーヒー） 

有機デカフェ Decaffeinated        

 

・・・500 
（カフェインを除去したコーヒー） 

ブレンドコーヒー        

 

・・・500 Blended 

キャラメルカフェラテ        

 

・・・550 
Caramel Caffé Latte     

 

ALL 550yen  

 

 

アイスコーヒー        

 

・・・500 Iced 

◆コーヒーミルク（無添加純生クリーム） 

 ◆紅茶のミルク（無調整特濃ミルク） 

 

温かいお飲物 

 冷たいお飲物 

 温・冷 ご提供可 

 

有機穀物コーヒー BioOrzo       

 

・・・500 
（欧州ではおなじみのノンカフェインの大麦飲料） 

マークの色わけ 

 

添加物を考慮して、市販のコーヒーミルク等はご用意して 

おりません。ご入用のお客さまはお声をおかけください☺ 

◆自家製シュガーシロップ 

 

日本を代表する紅茶専門店、MUJICA TEA の紅茶。 

アッサムの香りとまろやかなミルクをお楽しみください 



 

 

 

  

日本を代表する紅茶専門店、MUJICA TEA の紅茶。 

これらのMUJICAブランド茶葉はご購入、 

また詰め替えサービスも可能です。 

科学的に合成された農薬、肥料、 

土壌改良剤を使用せず栽培された 

オーガニックハーブを使用。 

紅茶 English Tea 

堂島ブレックファースト Dojima Breakfast 

（アッサムベースでブレンドした気軽に楽しめる日常茶。）     

有機ハーブティ Bio Herb Tea 

 

ペパーミント Peppermint       

 

・・・500 

ローズヒップ＆ハイビスカス 

coffee        

・・・500 

カモミール Camomile        

 

・・・500 

カシスベリーティ Cassis        

 

・・・500 

デトックス Detox        

 

・・・500 
（たんぽぽ、ジンジャー、ハイビスカスなどの浄化ブレンド） 

ルイボスティ Rooibos        

 

・・・500 
（ノンカフェイン、少タンニン。アフリカの薬草茶） 

 

（自家製ベリーコンフィチュール入り） 

 

アールグレイ Earl Grey 《個性的な香りとテイストです。》 
（ベルガモット〔柑橘系果物〕の香りの、古典的レシピに基づくアールグレイ。） 

ヌワラエリヤ Nuwara Eriya        
（ストレート向きの繊細な香りと渋みある上品なセイロンティー。） 

モーニングブリーズ Morning Breeze   
（飲みやすい、ストレートティ向きのブレンドの日常茶。） 

デラックスダージリン Deluxe Darjeeling    
（高地ダージリン地方の紅茶。特有の香りと味を持つファンの多い定番品。）  

ジャスミン ブレンド Jasmine   
（MUJICA オリジナルブレンド。ジャスミンが自然にほんのり香る、アロマティー。）  

クリッパー CLIPPER        

 

・・・500 
（お店でも販売中の、世界で人気の有機ハーブティ 『クリッパー』。季節替わりでさまざまなテイストをご提供します ） 

 

ALL 500yen  

 

 

ALL 500yen  

 

 

Rosehip & Hibiscus     

 



 

 

（契約農家さんの減農薬 完熟あまおう苺 100％で作る、旬替わりスムージー。）    

有機玄米甘酒 

 

・・・500 
Bio Rice Milk     

 

その他ドリンク The Other 

 有機ライスミルク        

 

・・・500 有機アーモンドミルク  

 

・・・500 

（Baciシリーズは約 2 杯分 380 ㎖ボトルです。飲み途中でも閉栓してお持ち帰りいただけます） 

完熟あまおう苺のスムージー Strawberry Smoothie        
・・・600 

完熟あまおう苺のミルクスムージー Strawberry Milk Smoothie        

 

・・・650 

（こだわり契約農家さんの旬の果実・野菜とミルクで作る、旬替わりスムージー。） 

牛乳、有機アーモンドミルク、有機ライスミルク からお選びいただけます。      

Bio Rice Milk     

 

Bio Almond Milk     

 

ミルク         

 

・・・400 

00 

Milk     

 

シチリアブラッドオレンジ  

 

・・・500 
Blood Orange Juice     

 

自家製果実酢       

 

・・・500 
Fruits  vinegar  

 
自家製黒糖国産生姜ソーダ ・・・500 

Ginger Soda 

 

炭酸水         ・・・300 Sparkling Water    

 

Baci 有機レモンジンジャーソーダ         

 

・・・600 
Bio Lemon & Ginger soda 

 

Baci 有機ザクロソーダ 

 

・・・600 
Bio Pomegranate soda 

 

有機林檎ジュース 

 

・・・500 
Bio Ginger Ale 

 


