CAKE
モンブラン
Mont Blanc

¥726

フランス産マロンペーストのクリームと、北海道産粉
乳でミルキーさをプラスしたホワイトチョコレート入りの
軽いクリームを使用し、滑らかな舌触りです。
Cream blended with French marron paste and Milky
cream with white chocolate using milk powder from
Hokkaido.

本日のケーキ
Today’s Cake

¥726

日により内容が変わります。
詳細についてはスタッフにお尋ねください。
The type changes depending on the day. Please ask
the staff for details.

フイユテ フレーズ ショコラ ＆ コーヒーセット
Feuilleter Phrase chocolate & Special Coffee Set

¥1,694

「ミカフェート」の最高クラスのコーヒーの中から
「サン セバスティアン農園 ブルボン ナチュラル」をご用意しております。
自慢のコーヒーに合わせ、当店専属パティシエが考案した
オリジナルのスイーツを、期間限定特別価格でお楽しみいただけます。
フランボワーズ風味のミルクチョコレートガナッシュが入ったパイに
フレッシュな苺と自家製いちごジャムがコーヒーの酸味とマッチし
味わいを引き立てます。ホワイトチョコレート入りの生クリーム、
バニラアイスの甘さとコーヒーの苦味のマリアージュが魅力です。
◎コーヒーの詳細はドリンクページにてご紹介しています◎
We offer "The Bourbon Natural from San Sebastian
Farm" from MI CAFETO's higher quality coffee.
Pair with this coffee, you can enjoy the original sweets
thoughtfully created by our exclusive pastry chef at a
special price for a limited time.
This pie has a framboise-flavored milk chocolate ganache
that highlights fresh strawberries and our homemade
strawberry jam.
We serve it with white chocolate-flavored whip cream and
vanilla ice cream.
*Details of coffee are described on the drink page menu.

FRENCH TOAST
自家製パンのフレンチトースト
Original French Toast

単品 ¥895

ポルトムインターナショナル北海道の自家製パンをフレンチトーストにしました。
パティシエ特製のバニラアイスとキャラメル風味のホイップ、ベリーソース、
はちみつがセットになっています。ご一緒にお召し上がりください。
※写真はイメージです。ドリンクはセットについていません。

Homemade bread from Portom International Hokkaido is made into French toast.
A set of pastry chef's special vanilla ice cream, caramel whipped cream,
berry sauce, and honey. Please enjoy it together.
*The photo is image. Drinks are not included in the set.

当店の商品、原材料に含まれているアレルギー物質の表記は下記の表示にてご案内いたしております。
各メニュー毎のアレルゲン情報を使用する原材料に遡って調査し、表示していますが、原材料として含まれるもの以外に
工場での製造過程や調理中に混入する可能性もあり、絶対的なものではありません。
Allergy information for the menu is listed based on the raw ingredients used for each dish.
There is always a chance that allergens could be present due to handing in factory or kitchen.

卵
Egg

乳
Milk

小麦
Wheat

そば
Buckwheat

落花生
Peanut

えび
Shrimp

かに
Crab

10% Taxes and 10% service charges are included in the listed prices.
表記料金には、消費税10％とサービス料10％が含まれております。

PARFAIT
パルフェルージュ
Parfait Rouge

単品 ¥1,210

3種のアイスクリームとミックスベリーのソース、
下にはバラ風味のジュレ、苫小牧産いちごを
贅沢に使用した鮮やかなパルフェです。
3 types of ice cream and mixed berry sauce, Rose
flavored jelly, A gorgeous parfait that uses a lot of
strawberries from Hokkaido.

パルフェショコラ
Parfait Chocolate

単品 ¥1,210

濃厚なチョコレートアイスクリーム、パティシエ特製
バニラアイスとコーヒーアイスを使用した
リッチな味わいのパルフェです。
A rich-tasting parfait made with rich chocolate ice
cream, pastry chef's special vanilla ice cream and
coffee ice cream.
季節により内容が変更になる場合がございます
May vary depending on the season

当店の商品、原材料に含まれているアレルギー物質の表記は下記の表示にてご案内いたしております。
各メニュー毎のアレルゲン情報を使用する原材料に遡って調査し、表示していますが、原材料として含まれるもの以外に
工場での製造過程や調理中に混入する可能性もあり、絶対的なものではありません。
Allergy information for the menu is listed based on the raw ingredients used for each dish.
There is always a chance that allergens could be present due to handing in factory or kitchen.

卵
Egg

乳
Milk

小麦
Wheat

そば
Buckwheat

落花生
Peanut

えび
Shrimp

かに
Crab

10% Taxes and 10% service charges are included in the listed prices.
表記料金には、消費税10％とサービス料10％が含まれております。

PREMIUM COFFEE

～至福の一杯を～

プルミエ クリュ カフェ サン セバスティアン農園 ブルボン ナチュラル
Premier Cru Café San Sebastian Bourbon Natural

生産国
生産地
農 園
農園主
標 高
栽培種
プロセス

¥1,331

：グアテマラ
：アンティグア
：サン セバスティアン農園
：エストゥワルド ファジャ カスティージョ
：1，700ｍ
：アラビカ種 ブルボン
：ナチュラル

世界最高品質のコーヒーを追求するコーヒーハンター José. 川島良彰氏
が2008年に「ミカフェート」を設立。「Premier Cru Café」は、José. 川島氏が
認めた優良農園の中の一級畑だけで穫れた最高クラスのコーヒーです。
「サン セバスティアン農園 ブルボン ナチュラル」は、ピノノワールを思わせる
繊細な味わいと濃厚な甘み、冷めるとラム酒のような味わいが魅力です。
Coffee Hunter José Y. Kawashima established MI CAFETO in 2008,
pursuing the world's highest quality coffee.
"Premier Cru Café" is a higher quality coffee harvested from only the best plots
of first-class coffee farms approved by José Y. Kawashima.
The Bourbon Natural from San Sebastian Farm has a delicate taste reminiscent
of Pinot Noir, a rich sweetness, and a rum-like taste when cooled.

SPECIAL DRINK
ダージリン (ポットサービス）
Darjeeling Tea (Pot Service)

～こだわりの一杯～
¥1,331

フラワリーな香りと余韻の長い甘み、しかっりとした厚みの
ある滋味が感じられる2020年セカンドフラッシュ（夏積み）
茶葉を使用しています。
Flowery scent and long-lasting sweetness,
2020 second flash with solid flavor.

セイロン （ポットサービス）
Ceylon Tea (Pot Service)

¥1,210

2019年クオリティシーズンのディンブラを使用しています。
味と香りのバランスが良くとれた一杯です。
Using a dimbula for the 2019 quality season.
It is a cup with a good balance of taste and aroma.

コスタリカ ウニオン農園 ホワイトハニー
Costa Rica Union White Honey
標高・寒暖差・綺麗な水などの、栽培環境に恵まれたコーヒーは、クリアな味わいが特徴。
ホワイトハニーと呼ばれる精製方法で、チェリーのような優しい甘みが感じられます。
For cultivation environment. Blessed coffee is characterized by a clear taste.
A purification method called white honey. You can feel the sweetness like.

¥1,331

COFFEE / TEA

¥1,089

ホットコーヒー (おかわり自由）
Hot Coffee (Free Refill)

カプチーノ
Cappuccino

アメリカンコーヒー （おかわり自由）
American Coffee (Free Refill)

アイスコーヒー
Iced Coffee

カフェインレスコーヒー（おかわり自由）
Decaffeinated (Free Refill)

アイスカフェラテ
Iced Caffe Latte

エスプレッソ
Espresso

アールグレー
Earl Grey

カフェラテ
Caffe Latte

アイスティー
Iced Tea

オリジナルブレンドティー
Original Blend Tea

ロイヤルミルクティー
Royal Milk Tea

カモミールブレンド
Chamomile Blend

SWEETS SET
スイーツご注文のお客様は、1個につき1杯￥847にてご注文いただけます。
上記ドリンクよりお選びください。※おかわりはありません
Customers ordering sweets can order a drink for ¥847.
Please choose from the above drinks.*There is no refill

10% Taxes and 10% service charges are included in the listed prices.
表記料金には、消費税10％とサービス料10％が含まれております。

SOFT DRINK

¥ 726
ウーロン茶
Oolong Tea

ジンジャーエール
Ginger Ale
コカ・コーラ
Coca Cola

SWEETS SET
スイーツご注文のお客様は、1個につき1杯￥605にてご注文いただけます。
上記ドリンクよりお選びください。
Customers ordering sweets can order a drink for ¥605.
Please choose from the above drinks.

100% JUICE

¥1,331

生絞りオレンジジュース
Fresh Orange Juice

生絞りグレープフルーツジュース
Fresh Grapefruit Juice

余市りんごジュース
Apple Juice

余市ぶどうジュース
Grape Juice

MINERAL WATER
アクアパンナ
Acqua Panna
ペリエ
Perrier

¥1,210

サンペレグリノ
Sanpellegrino

¥968

10% Taxes and 10% service charges are included in the listed prices.
表記料金には、消費税10％とサービス料10％が含まれております。

¥1,210

