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※価格はすべて税込み表記です※写真はすべてイメージです

油淋鶏＆サラダ　￥1,100

カレーライス＆サラダ
 　　　　　　　　　￥1,200

ナシゴレン＆サラダ
　　　　　　　　 ￥1,200

Deli Plate 11:00~21:00デリプレート

揚げ茄子とスパイシーポテトをトッピングした
スパイシーなインド風カレー。

鶏もも唐揚げを醤油ベースのごま油や生姜が効いた油淋鶏ソースであえました。
タルタルソースとネギが味の決め手！お箸が止まらない美味しさです。

醬油漬けのマグロにネギ・のりをトッピングし
た和風プレート。お好みでわさびと共にどうぞ。

インドネシアの代表的な米料理です。
魚醤やエビの旨味がきいて、
レモングラス風味が後味爽やかです。

オリジナルイタリアントマトソースと
ホワイトソースで深い味わいです。

キーマカレーとカレーソース、チーズで仕上げた
濃厚なドリアです。

※お持ち帰り出来ません ※お持ち帰り出来ません ※お持ち帰り出来ません

※お持ち帰り出来ません※お持ち帰り出来ません

※お持ち帰り出来ません

マグロサラダご飯
 　　　　　　　　￥1,200

ポテトグラタン　
　　　　　　　　　￥1,200

カレードリア　￥1,200

Food Menu フードメニュー

￥420￥370 ￥370

テイクアウトできます。Take
out

ハム＆ツナマヨサラダ ハム＆マヨタマゴ ソーセージ

Bread パン類

ドッグサンド

Take
out

数量
限定

唐辛子とにんにくがきいた、
オリジナルソースの本格トマトパスタです。

トマトイタリアーノ　￥1,200

パルメザンチーズと温泉たまごが
クリーミーなソースにぴったりな定番のカルボナーラです。

カルボナーラ　￥1,200

Take
out

Take
out

Take
out

数量
限定

数量
限定

チキンライスをふわふわたまごでくるみ、チーズをトッピング。
デミグラスソースで仕上げました。

Lavyʼs Cafeではマーガリンではなくバターを使用、オリーブオイルは100％のピュアオイルを使用しています

チーズオムライスデミソース　￥1,100



Take
out

Take
out

Take
out

Take
out

Take
out

写真はすべてイメージです※メニューには、アレルゲン情報は含まれていませんのでご注意ください※当店では、20 歳未満の方、お車でご来店の方には酒類はご提供できません。

’

テイクアウトできます。

Hot Coffee

Drink Menu

Hot Tea

ブレンド珈琲

Ice Tea紅茶＆ハーブティー

ドリンクメニュー

アイスティー＆アイスハーブティー

ホット珈琲 Ice Coffee アイス珈琲

厳選されたアッサム茶葉のセカンドフラッシュ
のみを使用。豊かな味わいと爽快感が特徴的です。

ウィンナー珈琲

カフェオレ

キャラメル
ウィンナー珈琲

￥590

￥750

￥750

￥750

￥450

￥480

￥480

￥520

￥700

￥790

ワイルドベリー
ハイビスカス ￥590

フルーツ
ハイビスカスロイヤル

ミルクティー ￥630
ロイヤル
ミルクティー

オーガニック
アールグレイ ￥590

オーガニック
ブレックファースト
 ￥520

オーガニック
ブラック 

Take
out

イートイン　    ￥450
M￥450   　L￥530
イートイン　    ￥480
M￥480   　L￥600

イートイン　    ￥480
M￥480   　L￥600

イートイン　    ￥520
M￥520   　L￥620

アイス珈琲

アイスウィンナー珈琲

アイスカフェオレ

アイスキャラメル
ウィンナー珈琲

ゴールデンチップを使用した芳醇な紅茶に一
番絞りのベルガモットオイルをブレンド。
エキゾチックな味わいの香り高いアールグレ
イです。

上質なオーガニック紅茶を芳醇にブレンド。
クラシックな英国式の紅茶です。

太陽をたくさん浴びた有機紅茶は、とてもパワフ
ルな味わいです。この活気ある味わいがのどの渇
きを爽快に癒してくれるようです。

ハイビスカスのつぼみとエルダーベリーブレ
ンド。ブルーベリーと完熟したストロベリー
の濃厚な香りを加えたフルーツハーブティー。

厳選されたアッサム茶葉のセカンドフラッ
シュのみを使用。豊かな味わいと爽快感が特
徴的です。

オレンジ、バニラ、ジャスミンの特徴を芳醇
に濃く表現したブレンド。繊細で奥深く深み
のある味わいが印象的です。

ハイビスカスの花とエルダーベリーのブレンドハー
ブティーにオレンジ、キウイ、レモン、ミントなど
を加えました。

ハイビスカスの花とエルダーベリーのブレンドハー
ブティーにフレッシュレモン、ミントをトッピング。

清々しい緑茶と爽やかなミントの香りの絶妙な
バランスのミントグリーンティーにフレッシュ
レモンとミントを加えました。

甘い香りのピーチとほのかに感じるスパイシーな
ジンジャーが絶妙なブレンド。

高地で栽培された紅茶と天然のカシスがブレンド
された風味豊かで奥深い香りのアイスティーです。

ハーブ
ワイルドベリー
ハイビスカス

レモンミント・
インフュージョン

オーガニック
ジンジャー
ピーチ

ブラック
カラント

※お持ち帰り出来ません

Shake Others

オレンジ &
レモネード

￥750

￥660
￥550 ￥590 ￥590 ￥750

Tapioca タピオカシェイク その他

Alcohol
スーパードライ　 ￥640
スーパードライ　ザ・クール ￥640
ハイネケン 　￥750
ノンアルコールドライゼロ ￥530
モヒート ￥860

グラスワイン赤 　￥660
グラスワイン白 　￥660
ノンアルコールグラスワイン赤 ￥550
ノンアルコールグラスワイン白 ￥550

アルコール

ロイヤル
ミルクティー

マンゴー
ミルク

抹茶
ミルク

キウイ
ネクター

キウイフルーツ
ネクター

ベリー

マンゴーチョコ

抹茶

￥800

￥700

￥700 ￥750

Take
out

Take
out

たっぷり
2杯分

たっぷり
300ml

M L

￥520

オレンジ
ブロッサム ￥590



※価格はすべて税込み表記です※写真はすべてイメージです

Pancake 11:00~20:00手作りパンケーキ ご注文を頂いてからメレンゲと生地を合わせて焼くため、
ご提供に20分～30分程かかります。
また、注文数が多い場合は更にお時間がかかりますので予めご了承ください。

オレンジ＆レモン　￥1,050

特製マカダミアナッツクリーム　
                                          ￥940

フレッシュレモンの砂糖漬けとフレッシュオレン
ジをトッピングした爽やかな味わいです。

パンケーキ本来の美味しさを味わえる蜂蜜とバター
のシンプルなパンケーキです。

ハニーバター　￥980

Side menu

クランチポテト
・レモンソルト

・スパイシーフレーバー

さつま芋の
ハニーバター
アーモンド

サイドメニューパンケーキスイーツ

アフォガートエンジェル　￥1,300

ホワイトエンジェル　￥1,300
ホワイトチョコとホワイトチョコソースを使用し、濃厚バニラアイスを添えました。
エンジェルのように優しく包み込むような味わいを追求しました。

ストロベリーやブルーベリーなどをふんだんに使用したスペシャルなパンケーキ。
とろとろクリームとカスタードクリームに甘酸っぱさがピッタリ。

ストロベリーとベリー　￥1,540

￥420

￥420

￥480

Take
out

’

テイクアウトできます。

※お持ち帰り出来ません

Sweets&Side menu
 

Pancake Sweets

スイーツ&サイドメニューTake
out

Take
out

Take
out

Take
out

ブリュレ　￥1,210
たっぷりのカスタードクリームにグラニュー糖をまぶ
し、バーナーで表面をカラメリゼしました。

※お持ち帰り出来ません

※お持ち帰り出来ません

※お持ち帰り出来ません

ローストしたマカダミアナッツの香り豊かな特製と
ろとろクリームをたっぷりかけたパンケーキです。

パンケーキ、クリームクランチココアサンド、マスカル
ポーネクリームが層になった贅沢なティラミスです。
味も食感も楽しめる一品です。数量限定。

パンケーキティラミス ￥550 ￥550
パンケーキの中にバターを入れて、表面がカリっとするまで焼き
上げます。
溶けたバターとはちみつが口の中に広がります。

フレンチパンケーキ～ハニーバター～

パンケーキを使ったアレンジスイーツ

アフォガートとは、イタリア発祥の、バニラアイスなどに飲み物をかけて食べるス
タイルのデザートです。
ふわふわのオリジナルパンケーキに甘さ控えめの特製クリームをたっぷりと。濃厚
バニラアイスとコーヒーシロップと、仕上げにかけるエスプレッソコーヒーのハー
モニーをお楽しみください。

Take
out

Take
out


