
CHOCO

M E N U

メニュー提供までは少々お時間をいただいておりますので

ご注文の際はあらかじめご了承ください。

（ご注文頂いた順にひとつひとつ心を込めてご用意いたします。）

提供までのお時間は、

猫たちと戯れながらまったりとお過ごしくださいね。

ご注文の前にご確認ください



ICED CAFFE LATTE........490yen
アイスカフェラテ

ICED COFFEE.................460yen
アイスコーヒー

ICED CAFFE MOCHA.......560yen
アイスカフェモカ

ICED CARAMEL LATTE...560yen
アイスキャラメルラテアイスカフェモカ

チョコレートベースの
冷たいカフェラテです。

甘党の方に…。

Ice
d caffe mocha co

ffee menu

Green Apple Soda

青りんごソーダ

Cra
nberry Ginger ale

クランベリー

ジンジャーエール

CRANBERRY GINGER ALE...500yen
クランベリージンジャーエール ( 税込 550yen)

GREEN APPLE SODA..........500yen
青りんごソーダ ( 税込 550yen)

さわやかな 100% のオレンジジュースです。

100%ORANGE JUICE........480yen
100% オレンジジュース ( 税込 528yen)

信州産の完熟りんごジュースです。

100% APPLE JUICE.......... 480yen
100% 完熟りんごジュース ( 税込 528yen)

生クリームと合わせてお飲みください。

ICED CHOCOLATE...........530yen
アイスココア ( 税込 583yen)

( 税込 506yen)

( 税込 539yen)

( 税込 616yen)

( 税込 616yen)

( 税込 616yen)

二層に分かれた見た目もおしゃれなミルクティー。
ほんのり甘めなお味です。

ICED  TEA.........................480yen
アイスティー

ICED STEWED TEA.................520yen
アイスロイヤルミルクティー

-tea menu-

-other menu-

( 税込 528yen)

( 税込 572yen)

ICED MATCHA LATTE....560yen
アイスお抹茶ラテ

Ice
d Matcha Latte 

アイスお抹茶ラテ

上質な抹茶を使って
作っています。

ほろ苦さと甘さが絶妙なお味です♪

-soda menu-



※ミルクが入ったドリンクは特製オリジナル紙コップでご提供いたします。

 Cramel Latte

-coffee menu-

Foamed milkFoamed milk
CatpawCatpaw

ふわふわカフェラテ

ふわふわのミルクの泡に

ちいさな肉球が♪

ホッとするお味です。

RecommendRecommend

BLENDED COFFEE....................460yen
ブレンドコーヒー

コーヒー豆はブラジルやコロンビア産を中心としたブレンドです。
スキッリとしたコクのあるコーヒー。

( 税込 506yen)
CARAMEL LATTE......540yen
キャラメルラテ ( 税込 594yen)

CAPPUCCINO............540yen
カプチーノ ( 税込 594yen)

WEAK COFFEE....................... 460yen
アメリカンコーヒー ( 税込 506yen)

FUWAFUWA CAFFE LATTE.........520yen
ふわふわカフェラテ ( 税込 572yen)

CAFFE MOCHA ...................... 540yen
カフェモカ ( 税込 94yen)

オリジナルタンブラー
をお持ちいただくと

ドリンク 20 円 OFF!
※ICE・HOT すべての
ドリンクに対応いたします。

If you bring 
a Original tumblr, 

all drinks will 
20yen discount.

¥20
Discount!

¥20
Discount!

20YEN OFF!!20YEN OFF!!



TEA
MENU

TEA
MENU

TEA(Pot)........................560yen
紅茶 ( ポット )

下記の 4 種の中からお選びください。
Please choose from the following 4 types.

FLAVERD TEA(Pot).......560yen
フレーバーティー ( ポット )

下記の 4 種の中からお選びください。
Please choose from the following 4 types.

・STRAWBERRY - ストロベリー -　　　　    

・APPLE - アップル -

・WHITE PEACH - 白桃 -　　　　　　    

・CARARMEL - キャラメル -

どれにしようか

まよっちゃう？どれにしようか

まよっちゃう？

-ダージリン -
世界三大銘茶のひとつ、
紅茶のシャンパンと
称されています。

-アールグレイ-

ベルガモットの
良い香りと味わいで
気分もリフレッシュ！

- アッサム -

ほんのり甘く、
ミルクとの相性が
抜群です。

- ウバ -

豊かなコクと
さわやかな香りが
楽しめます。

DARJEELING
TEA

EARL GREY
TEA

ASSAM
TEA

U V A
T E A

ポットのお湯はおかわりができます。
スタッフまでお気軽にお声がけください。

You can have refil l for hot water.
Please don't hesitate to tell us what you need.

花さか娘 ..................................590yen
JASMINE TEA

ポットの中でだんだんと可愛くお花が咲きます。
飲みやすいジャスミンティー。
お花がさいたら飲み頃です。

-tea menu-

( 税込 616yen)

( 税込 616yen)

( 税込 649yen)



HERBAL TEA............ALL 590yen
ハーブティー

- シンデレラ -
お肌にとっても良い、

程よい酸味のハーブティー。
シンデレラのように
綺麗になれちゃう？！

ハイビスカス / ローズヒップ

ドライカシス / ドライブルーベリー

ワイルドストロベリーリーフ

レモングラス / ローズレッド

- 羊がいっぱい -
最近寝付けない方、

ホッと一息つきたい方、
白濁色のハーブティーで
癒されてみませんか？

今夜は羊を数えなくても眠れますように…。

ジンジャーカットカモミール

オレンジピール / ドライアップル

フェンネル / ブルーマロウ

- おやつのあとに…-
ちょっぴり食べ過ぎた後や
胃腸が弱っている方に。

飲むとムカムカがすっきりしますよ。
ダイエットにもおすすめ！

レモングラス / ペパーミント

レモンバーム / オレンジピール

ローズマリー

からだに優しいハーブティー。
６種類オリジナルブレンドでご用意しました。
あなたにぴったりのハーブティーをお楽しみください。

- からだすっきりさん -
デトックスしたいならこれ！

新陳代謝を促し体内やお肌をきれいに…。
余分な水分や老廃物の
排出を助けてくれます♪

ダンデリオン / フェンネル

バードックルート / エルダーフラワー

ネトル / ヒース / レモングラス

ローズマリー / ペパーミント

MERRY-GO
ROUND

- メリーゴーランド -
日頃のストレスを発散させ、

生き生き楽しくさせてくれます。
まるでメリーゴーランドに
乗ったような気分♪

ローズレッド / レモングラス

セントジョーンズワート

オレンジブロッサム / ラベンダー

レモンバーム

CIN
DERELLA

6 kinds of
Herbal Teas

FILLED WITH CLEAR BODYAFTER THE
ROSES

- バラに包まれて -
バラの華やかな香りがいっぱい。
ジャスミンベースなので
とても飲みやすいですよ♪

ローズレット / ジャスミン

SWEETS

MANY SHEEPS!

( 税込 649yen)



ZI M A............................. ..... 520yen
ジーマ

スッキリした味が特徴の低アルコール飲料です♪

CORONA..............................520yen
コロナ

HEARTLAND........................520yen
ハートランド

HEINEKEN...........................520yen
ハイネケン

-beer menu--beer menu-

-liqueur- -liqueur- 

パブの定番、アイル
ランドの黒ビール！

程よい苦味とモコモ
コの泡立ちをご堪能

ください。
ギネス

( 税込 572yen)

( 税込 572yen)

( 税込 572yen)

GUINNESS............................520yen
ギネス ( 税込 572yen)

NON ALCOHOL BEER...........520yen
キリン零 ICHI ( 税込 572yen)

( 税込 572yen)



Let's dip!!
Let's dip!!

CAT’S PAW
FRENCH FRIES
ねこのてフライドポテト
みんな大好きなフライドポテト。

ちょっと小腹がすいた時にいいですね♪
ケチャップ、マヨネーズ、アボカド、マスタードで

ねこのてディップ！

520yen

MayonnaiseMayonnaise

KetchupKetchup

AvocadoAvocado

MustardMustard

PotatoesPotatoes

FRENCH FRIES

CAT'S PAWCAT'S PAW

Meow.. .Meow. . .

POPCORN SHRIMPS

POPCORN SHRIMPS
ポップコーンシュリンプ

一口サイズのさくさくえびフライ。
ポップコーンのようにパクパクいけちゃいます♪
味付きなのでお酒のおつまみにもぴったり！
ピリ辛チリソースはお好みでどうぞ。

540yen

F I S H & CH I PS

FISH&CHIPS
フィッシュ＆チップス

ジューシーなお魚とかりっとした衣の最高コンビ！
お魚はタラを使用しています。
お酒とよく合いますよ。

540yen
( 税込 594yen)

( 税込 572yen)

( 税込 594yen)

-side menu-



AVOCADO DIP salsa chips

みんな大好き！からあげとポテトのバスケット♪

KIDS CHICKEN BASKET.........480yen
キッズチキンバスケット ( 税込 528yen)

KIDS HOT MILK....................290yen
キッズホットミルク ( 税込 319yen)

AVOCADO DIP
アボカドディップ

自慢のアボカドディップ。
たくさんつけて食べてくださいね。

380yen
( 税込 418yen)

DAILY BREAD..............200yen
日替わりパン ( 税込 220yen)

SALSA CHIPS
サルサチップス

ピリ辛なお味でついついパクパク♪
やみつきなお味です。

380yen
( 税込 418yen)

ENJOYENJOYENJOY

KIDS ORANGE JUICE.............290yen
キッズオレンジジュース ( 税込 319yen)

KIDS APPLE JUICE................290yen
キッズアップルジュース ( 税込 319yen)

KIDS ICE MILK .....................290yen
キッズアイスミルク ( 税込 319yen)

-kids menu-

※キッズドリンクは小学生以下のお子様に限らせて頂きます。



 MOCHIMOCHI
 CORN DOG

もちもちドッグ

もちもちやさんの
大人気商品が
食べられる！！

ウィンナーにもちっとした
食感の生地が

くるくる巻き付いた、
なんとも美味しい
新感覚ドッグです♪

もちもちや店主も一押しの
ボリューミーな一品です。

ケチャップをつけて召し上がれ♪
店主がつまみ食いにくるので

ご用心を…

m o
c h i m

o c h i

( 税込 528yen)



お好きなスイーツと

お好きなドリンクで 100 円引き

になります。

100 yen discount!
 with your favorite cake and

 your favorite drink.

+ = ¥100
discount!

IceCreamIceCream

5kinds of 
Berries

5kinds of 
Berries

berryBerry 
t a r t

BERRY BERRY 
TART

ベリーベリータルト

５種のベリーを使った色鮮やかなタルト。
ベリーの酸味とカスタードクリームの甘みが

お口に広がります。

630yen
( 税込 693yen)

CARAMEL
CHIFFON CAKE
ふわふわキャラメルシフォンケーキ

自家製キャラメルソースを使って焼き上げた
ほろ苦い甘さのシフォンケーキです。

620yen
( 税込 682yen)

chiffon cake

Whipped
cream

Whipped
creamCaramel

Sauce
Caramel

Sauce

FluffyFluffy

caramel

BlueBerryBlueBerry


