フレンチトースト
セイボリー

生ハムとバルサミコトマトソース

トマトとハーブのバルサミコソース、生ハム、ポーチドエッグ、
ミックスサラダ、フレッシュトマト、レモン、クリームチーズ

エッグベネディクト

オランデーソース、ポーチドエッグ、アボカド、マリネードトマト、
トフレッシュトマト、アスパラ、パセリ、一味

クアトロフォルマッジ

4 種のクアトロフォルマッジ風チーズソース、角切りハム、

$15.8
$15.8
$15.8

ポーチドエッグ、フレッシュトマト、パセリ、くるみ、はちみつ

スイーツ

豆を選ぶ - 詳細は、バリスタにお尋ねください

メープルとバター

$12.8

キャラメルとバナナ

$14.8

メープルシロップ、有塩バター、ミニ美瑛ジャージーソフト
キャラメリゼバナナ、キャラメルソース、バニラアイス、

生クリーム、クッキークランブル、スライスアーモンド、

ミックスベリー

$14.8

バニラアイス、いちごヨーグルトクリーム、クッキークランブル、
スライスアーモンド、ピスタチオ

ワッフル

バナナとチョコレートのワッフル

チョコレート、キャラメリゼバナナ、ブルーベリー、
アーモンド、美瑛ジャージー牛乳ソフト

いちごとミックスベリーのワッフル

ミックスベリーコンポート、いちご、ブルーベリー、

エスプレッソ

アメリカーノ ( ホット / アイス ) *

サンフラワーシード、シナモンパウダー

いちご、ブルーベリー、ミックスベリーコンポート、

ブラック

エスプレッソトニック ( アイス ) *
ショット追加

ドリップコーヒー ( ホット / アイス )

ホワイト 北海道 美瑛ファームズ千代田ジャージー牛乳
$14.8
$14.8

アーモンド、美瑛ジャージー牛乳ソフト

$3.5

$4.5

$4.5

+$0.5
$6.0

フラットホワイト、カフェラテ、カプチーノ ( 8oz ) *

$6.7

フレーバーラテ（キャラメル、バニラ、ハニー）*

$7.5

アイスカフェラテ ( 8oz ) *
コーヒー牛乳 ( アイス )

フローズンコーヒーブレンド ( アイス )

$7.5

$7.5

$8.5

TXPRESSO エスプレッソマシンで抽出した、濃縮紅茶
Choice of Tea Leaf – Txpresso / Hojicha / Earl Grey / Rooibos

Txpresso Latte (hot / iced) *

Txpresso Tonic (iced) *

その他 ドリンク

$7.5

ショコラグラッセ ( ホット / アイス ) *

＄7.5

レモナーダエスプレッソ ( アイス ) *

$7.5

北海道大雪山の天然水

$3.5

ブルーベリーヨーグルトスムージー ( アイス ) *
レモネード ( アイス ) *

* サイズアップ ( ホット 14oz / アイス 16oz )

All prices are subject to GST.

$7.5

Scan to View
Our Photo Gallery

$7.5

$7.5

+$0.5

ソフトクリーム 北海道 美瑛ファームズ千代田ジャージー牛乳
カップ / コーン

$6.5

サンデー ( いちご / チョコレート )

$8.8

アフォガード

$7.5

グラススイーツ

バリスタートコーヒー

$8.5

美瑛ジャージーミルクパンナコッタ、生クリーム、
バリスタートコーヒーシロップ

いちご

$8.5

美瑛ジャージーミルクカスタードクリーム、
自家製クッキー、いちご

マンゴー

フレッシュマンゴー、マンゴープリン、自家製クッキー、
クリームチーズムース

カスタードプリン

$8.5
$8.5

北海道美瑛ジャージーミルクのカスタードプリン

自家製シロップをお選びください

コーヒー

$9.8

いちご

$9.8

北海道美瑛ジャージーミルク

$9.8

マンゴー

$9.8

抹茶

$9.8

追加のシロップ

+$2.0

パフェ

あんみつ ( コーヒーシロップ、又は黒蜜 )

みかん、白桃、マンゴー、季節の果物、寒天、粒あん、

白玉、わらび餅アイスはバニラか抹茶をお選びください。

栗のモンブラン

栗のクリーム、バニラアイス、ミルクアイス、ほうじ茶プリン、
クッキー、フィアンティーヌ、生クリーム、チョコレートソース

柚子はちみつ

$12.8
$11.8
$11.8

柚子シャーベット、バニラアイス、ラズベリーソース、

本日のケーキ

内容はスタッフまでお尋ね下さい

シュークリーム

北海道美瑛ジャージーミルクのシュークリーム

トンカツ、ソース、マスタードバター、キャベツ、ピクルス、
フライドポテト

$16.8

スパイシーマグロサンド

$16.8

だし巻きたまごサンド

$12.8

ごまと海苔であえたマグロ、一味マヨネーズ ピクルス、フライドポテト
だし巻きたまご、マスタードマヨネーズ ピクルス、フライドポテト

パスタ

海老とイカの紫蘇ベーゼ パスタ

$17.8

紫蘇ソース、海老、イカ、セミドライトマト、
ミニトマト、パルメザンチーズ

北海道カルボナーラ

$17.8

北海道美瑛ジャージーミルク、ベーコン、

温泉たまご、黒こしょう、パルメザンチーズ

和風パスタ

$17.8

バター、刻み海苔、糸唐辛子

バニラアイス、みかん、白桃、マンゴー、いちごが入った白くまのカキ氷

クリーム、クッキー、ブルーベリー、ラズベリー

豚カツサンド

和風パスタ、海老、ベーコン、アスパラガス、

白くまのカキ氷

クリームチーズムース、はちみつゼリー、

サンドイッチ

丼物 & 定食
帯広豚丼

豚丼ソース、一味、みそ汁付き

照り焼き 鶏丼

$16.8

親子丼

$16.8

鶏モモ肉の照り焼き、長ネギ、煮卵、グリーンリーフ、みそ汁付き
バリスタートコーヒーオリジナルのだしソースの親子丼
鶏モモ肉、玉ねぎ、三つ葉、みそ汁付き

サラダ & スナック

マグロとアボカドのサラダ わさびドレッシング

黒こしょうと一味で味付けし表面焼いたマグロ、ミックスサラダ、
かいわれ、アボカド、ごま、自家製わさびドレッシング

海老とアボカドのヨーグルトサラダ

海老、アボカド、グレープフルーツ、ミックスサラダ、
北海道ハニーミルクドレッシング

1 個 $4.5 | 3 個 $12.5

$15.8
$15.8

ゆかりの皮付きフライドポテト

$12.8

北海道ザンギ *

$14.8

ゆかりをふりかけたフライドポテト。マヨネーズ付き

$10.8

$18.8

北海道米 ななつぼし、黒豚、水菜、長ネギ、

鶏の唐揚げ、３種の特性ソース（わさびソース、

黒ごまソース、ゆずと大根おろしのソース）、レモン

* 白ご飯 & 味噌汁 ( 追加 )

北海道ななつぼし お味噌汁付き

+$3.8

All prices are subject to GST.

