
Prices Include Tax

SMØRREBROD 
traditional danish open-faced sandwiches
バターを塗ったライ麦パンにおいしい具材をたっぷりのせたデンマーク風オープンサンドイッチ

900
EGG & SHRIMP | エッグアンドシュリンプ
egg, shrimp, dill mayonnaise, crazy pea, atsina, edible flower, butter
タマゴ、エビ、ディルマヨネーズ、クレイジーピー、アニスイート、エディブルフラワー、バター

POTATO & BACON | ポテトアンドベーコン
potato, bacon, rock chives, red mustard, dill mayonnaise, french fries, butter
ポテト、ベーコン、ロックチャイブ、レッドマスタード、ディルマヨネーズ、フライドポテト、バター

AVOCADO | アボカド
avocado, lettuce, orange peel, red mustard, atsina, lemon, rock chives, butter
アボカド、レタス、オレンジピール、レッドマスタード、アニスイート、レモン、ロックチャイブ、バター

1,100
SALMON & EGG | サーモンアンドエッグ
smoked salmon, egg, lemon, mayonnaise, parsley, crazy pea, atsina, edible flower, butter
スモークサーモン、タマゴ、レモン、マヨネーズ、パセリ、クレイジーピー、アニスイート、エディブルフラワー、バター

FLOUNDER FISH | カレイ
flounder fish, cerely pickles, cucumber pickles, lettuce, red onion, pink pepper, remoulade, butter
カレイ、セロリピクルス、キュウリピクルス、レタス、レッドオニオン、ピンクペッパー、レムラードソース、バター

FRIKADELLER | フリカデラ
beef, pork, lettuce, red onion pickles, fried onion, amaranth, crazy pea, red cabbage, remoulade, butter
ビーフ、ポーク、レタス、レッドオニオンピクルス、フライドオニオン、アマランサス、クレイジーピー、
レッドキャベツ、  レムラードソース、バター

ROAST BEEF | ローストビーフ
roast beef, lettuce, red veined sorrel, orange peel, fried onion, remoulade, edible flower, butter
ローストビーフ、レタス、レッドソレル、オレンジピール、フライドオニオン、レムラードソース、エディブルフラワー、バター

HOMEMADE SANDWICHES
can be toasted at your request
ご希望でトースト可能です。

1,100
SPICY TUNA | スパイシーツナ
tuna, avocado, jalapeños, hot sauce, basil pesto, mayonaise
ツナ、アボカド、ハラペーニョ、ホットソース、バジルソース、マヨネーズ

850
HAM & CHEESE | ハムアンドチーズ
sliced ham, cheese, mayonaise
スライスハム、チーズ、マヨネーズ

1,400
VEGGIE WRAP | ベジーラップ
avocado, lettuce, orange peel, red mustard, atsina, lemon, rock chives, butter
アボカド、レタス、オレンジピール、レッドマスタード、アニスイート、レモン、ロックチャイブ、バター

550
ADD SALAD | セットサラダ
 お好きなサンドイッチにプラス ¥550 でフレッシュサラダをお付けします。

※テイクアウト価格は税率 8%となります



Prices Include Tax

FRESHLY SQUEEZED JUICE
1,100

OMG | オーエムジー
Orange, Mango, Grapefruit
オレンジ、マンゴー、グレープフルーツ

FOUNTAIN OF YOUTH | ファウンテンオブユース
apple, mint & ginger
リンゴ、ミント、生姜

KAZE KILLER | カゼキラー
grapefruit, orange, ginger, lime & honey
グレープフルーツ、オレンジ、生姜、ライム、はちみつ

1,200

VEGGIES & FRIENDS | ベジーズアンドフレンズ
Orange, Mango, Grapefruit
人参、キュウリ、パプリカ、ほうれん草、洋梨、リンゴ

SMOOTHIES
ALL 1,100

BERRY NICE DAY | ベリーナイスデイ
mixed berries, banana, cinnamon, milk & honey
ミックスベリー、バナナ、シナモン、ミルク、はちみつ

ESPRESSO BANANA | エスプレッソバナナ
shot of espresso, banana, honey & milk
エスプレッソコーヒー、バナナ、はちみつ、ミルク

SOFT DRINKS
600

COCA-COLA | コカコーラ
COCA-COLA ZERO | コカコーラ ゼロ
SPRITE | スプライト

800

SAN PELLEGRINO 750ML |  サンペレグリーノ

750

KIMINO SPARKLING (YUZU / UME) |  キミノスパーリング ( ユズ / ウメ )

GINGER ALE  | ジンジャエール
SAN PELLEGRINO 500ML |  サンペレグリーノ

AOYAMA AFFAIR | アオヤマアフェアー
passionfruit, apple, kiwifruit & elderflower 
パッションフルーツ、 リンゴ、 キウイ、 エルダーフラワー

FLOWER POWER | フラワーパワー
strawberry, apple, elderflower & banana
ストロベリー、リンゴ、エルダーフラワー、バナナ

SEASONAL FRESH JUICE
季節のフレッシュジュース

DRINKING FOR 2 | ドリンキングフォーツー
raspberry, kiwifruit, red beet & apple
ラズベリー、キウイ、ビーツ、リンゴ

HIRATA HORSE POWER | ヒラタホースパワー
banana, strawberry, almond, honey & milk
バナナ、ストロベリー、アーモンド、はちみつ、ミルク

WINTER ESCAPE | ウィンターエスケープ
coconut milk, banana, mango, mint, lime & honey
ココナッツミルク、バナナ、マンゴ、ミント、ライム、はちみつ

※テイクアウト価格は税率 8%となります



Prices Include Tax

COFFEE

800

CAPPUCINO | カプチーノ (HOT)
CAFFE LATTE | カフェラテ  (HOT/ICE)

750

FLAT WHITE | フラットホワイト (HOT)

700

ESPRESSO | エスプレッソ
CAFFE AMERICANO | カフェ アメリカーノ (HOT/ICE)

600

ORGANIC DRIP COFFEE | オーガニックドリップコーヒー
ORGANIC ICED COFFEE | オーガニックアイスコーヒー

COFFEE EXTRAS / カスタマイズ

+¥100  EXTRA ESPRESSO SHOT 
エスプレッソショットの追加

+¥100  SOY MILK
ミルクを豆乳に変更

+¥100  ALMOND MILK
ミルクをアーモンドミルクに変更

※テイクアウト価格は税率 8%となります



Prices Include Tax

TEA

600

TODAY’S ICED TEA | 本日のアイスティー
Please ask the staff for the type
本日のアイスティー
スタッフにお声がけください。

900
TODAY’S BLENDED TEA | 本日のブレンドティー
Please ask the staff for the type
本日のブレンドティー
スタッフにお声がけください。

A.C.PERCH’ S
A.C. Perch’ s is the oldest tea shop in Denmark. Since the foundation in 1835,  
it has been selling tea leaves by weight on The Crown Prince's street, located in the Old Town of Copenhagen.
The Royal Family are among the brand’ s loyal customers. 
A.C. Perch’ s is favorited for their classical blends and natural flavoured blend tea using tea leaves of the best quality.

デンマーク最古の紅茶ショップ A.C.PERCH’ S から直接取り寄せた特別な茶葉を使用しております。
1835 年の創立以来、デンマークの首都であるコペンハーゲンのクラウンプリンセス通りにて、
創業当初から紅茶の量り売りを営んでいる由緒ある紅茶の専門店です。
現在は、北欧最古の紅茶専門店として、王室のロイヤルファミリー御用達のブランドとして、
ロイヤルファミリーに愛飲されています。
最良の茶葉の特徴を最大限に生かしたオーソドックスなブレンドや、
天然素材を使用したナチュラルな香りのフレーバーティーのブレンドが魅力です。

※テイクアウト価格は税率 8%となります



Prices Include Tax

1,000

DARJEELING | ダージリン
A.C. Perch’ s classic darjeeling tea with a fantastic “fruity” aroma & taste. A perfect afternoon or evening tea.
世界三大銘茶の最高峰とも言われる紅茶の生産地で作られるシャンパンのようで、マスカットの香りに似た優雅な味わいは、
誰からも愛される上品な紅茶です。

COPACABANA | コパカバーナ
Chinese black tea with a nice flavor of strawberries, apricot, raspberry and kiwi fruit.
This tea has a low level of tannins.
ストロベリーやアプリコット、ラズベリー、キウイフルーツなどを使った甘味のあるフルーティーな香りの紅茶です。
タンニンはあまり含まれていません。

900

BREAKFAST TEA | ブレックファーストティー
A.C. Perch`s strong English breakfast tea. Blend of Assam and Ceylon. Excellent for breakfast, lunch or Brunch.
Also very good with milk.
アッサムとセイロンをブレンドしたブレックファーストティーは、朝食やブランチに最適。ミルクとの相性も抜群です。

WHITE TEMPLE TEA | ホワイト テンプル ティー
A soft white tea with a delicate, exotic flavour. Features mango, papaya, orange. strawberry and pineapple dried fruits.
ソフトなホワイトティーに、南国の甘い香りを付けた、ブレンドティー。マンゴー、パパイヤ、オレンジ、ストロベリー、
パイナップルのドライフルーツを加え、フルーティーな仕上がりが特長です。

ROOIBOS VANILLA | ルイボス バニラ
Vanilla-infused rooibos tea; light and delicious,
this tea is good at any time of the day. Rooibos is a naturally caffeine-free tea making it a great choice for pregnant women.
ルイボスバニラは、バニラのフレーバーが香るルイボスティーです。カフェインを含まず、ミネラルが豊富な健康茶として有名で、
抗酸化作用があり臭みもなく、赤ちゃんから大人まで、幅広く愛飲されています。

GREEN PALACE | グリーンパレス
Light green canister containing 100 g. Organic Green Palace.
This tea has a mild grassy rounded flavour. Originally, Japan is known for Sencha, but China also produces this type of tea.
This organic Sencha is from China and orange and lemon has been added to it.
古くから日本で有名な煎茶を使用した紅茶。中国で栽培されたオーガニックの煎茶にオレンジとレモンが加わり、
すっきりとした飲み口にまるみのおびた優しい味わいになっています。

GREEN MANDARIN | グリーンマンダリン
The basis of our Organic Green Mandarin is Chinese green tea and Chinese white tea.
This blend has a soft and creamy taste of blueberries and coconut.
緑茶と白茶をベースとしたオーガニックのグリーンマンダリンティー。
エルダーフラワーの爽やかな香りと、ブルーベリー、ココナッツの甘さがほのかに香ります。

※テイクアウト価格は税率 8%となります



Prices Include Tax

DESSERT

800

BANANA CAKE | バナナケーキ
CARROT CAKE | キャロットケーキ
DREAM CAKE | ドリームケーキ

1,000

FRUITS TART | フルーツタルト
FRUITS SALAD | フルーツサラダ

600

MUFFIN | マフィン

1,800

BIRTHDAY/OCCASIONAL PLATE | バースデイ /お祝いプレート
dream cake + your choice of cake with decoration. 
reservation required 2 days before.
ドリームケーキとお好きなケーキ 1種類。デコレーション付き。
※前日までに要予約。

※テイクアウト価格は税率 8%となります


