
コーヒーラウンジ 春のピックアップメニュー

Coffee Beverages

アイスコーヒー ¥306 ¥408
Iced Coffee

水出しアイスコーヒー ¥509 ¥612
Cold Brew （lced）

ブレンドコーヒー ¥306 ¥408
Coffee

Short Tall

Alcohol

ウォッカトニック ¥714
Vodka Tonic

カシスソーダ ¥714
Cassis Soda

カシスオレンジ ¥714
Cassis Orange

ミニボトルワイン（赤・白） ¥714
A Bottle of Wine （Red・White）

ジントニック ¥714
Gin Tonic

ヱビス生ビール ¥815
YEBISU Draft Beer

フライドポテト ¥509
French Fries

ツナとトマトのホットサンド ¥509
Tuna and Tomato Hot Sandwich

ミックスナッツ ¥306
Mixed Nuts

大柿 ¥306
Rice Cracker

ハムとチーズのホットサンド ¥509
Ham and Cheese Hot Sandwich

Snack

※全席禁煙となっております。　　※写真は全てイメージです。 　 
※All seats are non-smoking.　　※Photos are for illustration purposes.

※メニューは仕入れ状況により内容が変更になる場合がございます。
※Menu items may alter depending on availability.

※表示価格には消費税が含まれております。
※All prices are in Japanese Yen, and includes 10% consumption tax.

※JALクーポン・JAL旅行券がご利用いただけます（各種割引の併用はいたしかねます）。
※JAL coupons and JAL Nice Trip tickets can be used (discounts cannot be applied).

Other Drinks

アップルジュース ¥306 ¥408
Apple Juice

グレープフルーツジュース ¥306 ¥408
Grapefruit Juice

コカコーラ ¥408
Coca-Cola

ミルク（ホット・アイス） ¥306 ¥408
Milk （Hot・Iced）

チョコレートドリンク（ホット・アイス） ¥509 ¥612
Chocolate Drink （Hot・Iced）

Short Tall

オレンジジュース ¥306 ¥408
Orange Juice

Tea Beverages

アイスティー ¥306 ¥408
Iced Tea

カモミール（ホット） ¥306 ¥408
Chamomile （Hot）

ウーロン茶（アイス） ¥306 ¥408
Oolong Tea （Iced）

アールグレイ（ホット） ¥306 ¥408
Earl Grey （Hot）

ダージリン（ホット） ¥306 ¥408
Darjeeling （Hot）

抹茶ラテ（ホット・アイス） ¥509 ¥612
Matcha Latte （Hot・Iced）

Short Tall

タピオカミルクティー（アイス） ¥612 ¥714
Tapioca Milk Tea （Iced）

WAON、楽天Edy、Suicaもご利用いただけます。

エスプレッソ ¥408
Espresso

Espresso Beverages

アメリカーノ（ホット・アイス） ¥408 ¥509
Cafe Americano （Hot・Iced）

ソイラテ（ホット・アイス） ¥612 ¥714
Soy Latte （Hot・Iced）

チョコレートラテ（ホット・アイス） ¥612 ¥714
Chocolate Latte （Hot・Iced）

キャラメルラテ（ホット・アイス） ¥612 ¥714
Caramel Latte （Hot・Iced）

ハニーミルクラテ（ホット・アイス） ¥612 ¥714
Honey Milk Latte （Hot・Iced）

カプチーノ ¥509 ¥612
Cappuccino

カフェラテ（ホット・アイス） ¥509 ¥612
Cafe Latte （Hot・Iced）

Short Tall

ダブルエスプレッソ ¥509
Double Espresso

季節限定のケーキやグルテンフリーのロールケーキをお楽しみ
いただけます。

今月のパティシエおすすめケーキ
Cakes

（コーヒー または 紅茶付き）

ケーキ
ケーキセット

各￥561
各￥815

10％OFF！
One Harmony会員のお客様なら
コーヒーラウンジご利用料金が

※各種割引の併用はいたしかねます。※一部対象外の商品もございます。

話題の『第4のチョコレート』、ルビーチョコレートを
使用。ほんのりベリーの風味が広がる、後味爽やか
な飲みやすいドリンクです。

今月のおすすめドリンク
Recommended drink of this month
ルビーチョコレートドリンク

Short
Tall

￥561
￥662

プラス
¥100

プラス¥100で
コーヒーまたは
紅茶がつけられ
ます。

For an additional 
100 yen, you can 
enjoy one cup of the 
below beverages.   

アメリカンクラブハウスサンド
American Clubhouse Sandwich

【フライドポテト付き】
with French Fries

￥1,528

スモークチキン、ベーコンと相性抜群の
玉子、フレッシュレタスとトマトをトースト
でサンドしました。


