
2.テロワールチキンカレー	  
Chicken Curry drink set                      
白ワインでじっくり煮込んだ甲州地鶏はとっても柔らか。辛口
のルーは、山梨県産の桃や葡萄を隠し味にしています。スパイ

シーなルーと果物の甘みのマリアージュをお楽しみください。　　　　　　　　     
                 Coffee or Tea set 1740yen	 

３.わらびピザ  	  	  Warabi Pizza drink set  
カフェ近くでカフェスタッフが採ったわらびと、ベーコン、	 
オニオンたっぷりのチーズをのせます。	 
ここでしか味わえないピザです。	 

天然わらび特有の味、食感、香りをお楽しみください。　　　　　　　	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 　　　　
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Coffee or Tea set  1660yen	 

	 
	 
	 
4.ベジパスタ              Pasta	 for	 vegetarian	 
動物性の物を一切使用していないベジタリアンパスタです。 
たっぷりの野菜とひよこ豆などのいろいろなビーンズをトマト
ソースでゆっくり煮込みました。 
パスタはグルテンフリーもお選びいただけます。  (+150yen) 
　　　　　　　　　　　　　　　	 	 Coffee or Tea set1300yen 
	 Vege-pasta source include:chopped vegetables (onion, 
carrot, green pepper,broccoli):Laurie:mix beans 
You can choose pasta Rice flour pasta(1450yen) or 
Semolina flour pasta(1300yen)	
 	

甲州ワインビーフの	  

	  1.ハッシュドビーフ	  
Hashued Beef drink set                     
ワインを絞った残りの葡萄を食べて育ったワインビー
フをワインでゆっくり煮込み、たっぷりお入れしてい

ます。その他、人参・たまねぎ・ピーマン・しめじな
どの野菜と一緒に、デミグラスソースで煮込みました。	  
ライスも山梨県産のおいしいお米を使用しています。	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  　　　　　　　　　Coffee or Tea set 1820yen	 

昇仙峡産	



６.	  ぶどうともものピザ	  

Grape and peach sweet pizza with Vanilla Ice cream 
TBSテレビ系「バナナマンのせっかくぐるめ」「王様のブラン

チ」、日テレ系「遠くへ行きたい」他、各種雑誌等ででご紹介

いただいた当店No1人気のスイートピザです。 
ブドウもモモも、それ自体の美味しさを残せる様に、

甘さ控えめに、弱火でゆっくりコンポートにしました。	  
葡萄も桃も両方味わえる、他では味わう事の出来ない、

山梨ならではの、とても贅沢なピザです。	  
（直径 18cm）	 １82０yen	

 
	  

MUST	

手作りジェラート  

Gelato 
山梨県産の美味しい果物の	

果汁をたっぷり使った濃厚な

手作りジェラートです。	

（ ぶどう　・　モモ　） 	

580yen	
                                        	

※使用するぶどうや桃は、低農薬で愛情を込めて、丁寧に育てている農家さんから直接購入しています。	
　天候や、畑の違いによって、色や大きさの違いがありますが、美味しくそして安心して召し上がっていただけます。	

どら焼き（ラムレーズン・もも）　　　　　　　650yen	

             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドリンクセット1100yen	

(コーヒーか紅茶） 	

一枚一枚丁寧に焼いたどら焼きに、手作りの巨峰のラム酒漬けまた

はモモのコンポートをはさみます。甘さひかえめの生クリームとともに　　                                                                             　	

抹茶　（お菓子付き）　Matcha with  a sweat 
抹茶との相性も良い、甲州銘菓　澤田屋の黒玉とご一緒に	

黒玉とは、緑のお豆の餡子を、黒蜜の羊羹で包んだとても美味し
いお菓子です。                   　　　　　　　　　　　　　　　　１０８０yen	

抹茶のアフォガード　Macha afo guard                     　　	 　
濃いめの抹茶の中に濃厚アイスクリームを浮かべます。　　　　　　　	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	   	   	   	   	   	   	  　　850yen　　　　　　	 

エスプレッソアフォガード	 Espresso afo guard                       　　	 　	 
暖かく濃いめのエスプレッソコーヒーの中に濃厚アイス	  
クリームを浮かべます。	 　　　　　　　　　　　　　850yen 	 

フォンダンショコラ  

Hot chocolate cake 
ベルギー産の濃厚なチョコ

レートが中ならとろーり。	

650yen	
ドリンクセット1100yen	

   　　　　　(コーヒーか紅茶）                                 	



手作りジャムソーダ	 	 	 	 	 	 	 	 

Soda with handmaid jam        　　　520yen           　	 
お土産にも大人気の当店手作りジャム。	  

甘さ控えめの優しい味のジャムのソーダ割り。	 

ぶどう(grape)、梅（plum)、 
生姜（ginger)　　　　　　　※名水割りも可	  

アイスコーヒー	 	  	  	  	  	  	 
Iced coffee                                        520yen           　	 
 	 

アイスカフェオレ	 	  	  	  	  	  	 
Iced café au lait                       　	 	 	 550yen    	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  　	 
 	 

アイスティー	 	 	 （アールグレー）	 	 	 	 

Iced tea                                            520yen           　	 
 	 
山梨の美味しい牛乳	 	 	 	 	 	 	 

Milk                                                  500yen           　	 

ノンアルコールビール	 	 	 	 	 	 	 

Non-alcoholic beer                   　　	 	 620yen           　	 

ビール	 	 Beer （小瓶）                  
 Yebisu                                    　　     680yen     
 Asahi                     　　	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 650yen         　	 

ハイボール	 	 	 	 	 Whisky with soda 　	 
今や入手困難なサントリー白州を強炭酸で	  

割るハイボールです。　	 　　　　	 	 800yen 	 

ワイン	 wine	  	  	  	  	  	 
山梨県産のワインを各種ご用意しています。 
　ハラモワイン

           1/2ボトル（白・赤）1600yen 
　勝沼醸造　 

 1/2ボトル（白・赤）1800yen   
その他のフルボトルワインのご用意もあります。 
お尋ねください。 
   　	 

オリジナルブレンドコーヒー	 Coffee    　520yen           　	 
 	 

カフェオレ	 Café au lait    　	 	 570yen    	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  　	 
 	 

紅茶	 Tea         520yen           　	 
 	 

ハーブティー	 	  	  	  	  Harb Tea      　	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　620yen 
甲府のハーブのお店『繭玉』のオリジナルブレンド。山梨県産のハーブを使用しています。 
（山梨のお土産用に、人気商品です。レジ横にて販売） 
  　※RELAX  　　　　とっておきのひと時に。(ジャーマンカモミール、ローズ、パッションフラワーなど	 ）	  	  

	  	  　※FOR WOMAN　	 いつでもハッピーに過ごしたい方に（ラズベリーリーフ、	 レッドクローバーなど）	  	  

	  	  　※DETOX　　　	 	 	 	 	 ダイエットの強い見方（ダンディライオン、パードック、フェンネル　など）	 	 	 	 　	 
 	



山梨のワインと果実のマリアージュ

 Yamanashi Wine & Fruit

Wine Cake

Syosenkyo Yamanashi

『杯中至楽（赤）』とラム酒の豊潤な香りの生
地のアクセントは黒胡椒。酸味と甘みのバラ
ンスが良く濃厚なサマーブラックや巨峰のコ
ンポートとのマリアージュをお楽しみください。

『杯中至楽（白）』と桃リキュールの優雅な香
りの生地のアクセントはオレンジピール。濃く
華やかな味わいの希少品種・黄金桃のコン
ポートとのマリアージュをお楽しみください。

Red wine　 Grape White wine　 Peach

赤ワイン生地
ぶどうの
コンポート 白ワイン生地

ももの
コンポート

頑張った１日の終わりの大人の寛ぎの時間。
ワインの香りと、果実本来の味わいをいかしたコンポートとのマリアージュ。

心と身体を解放したら「明日もきっと良いことがある」
そんな癒しの時間のお手伝いができますように。

Yamanashi Wine & Fruits

Wine Cake

勝沼醸造の山梨県産ワイン『杯中至楽』、甲府・塩山・牧丘の契約農家さんの葡萄や桃。
明野村で育ったの山梨鶏卵の卵、山梨県産小麦はくばくの『かいほのか』など、
美味しく安心してお召し上がりいただける、山梨県産の素材を多数使用しています。

※洋酒を使用しております。お酒に弱い方やお子様はお控えください。

山梨のワインと果実のマリアージュ

 Yamanashi Wine & Fruit

Wine Cake

Syosenkyo Yamanashi

『杯中至楽（赤）』とラム酒の豊潤な香りの生
地のアクセントは黒胡椒。酸味と甘みのバラ
ンスが良く濃厚なサマーブラックや巨峰のコ
ンポートとのマリアージュをお楽しみください。

『杯中至楽（白）』と桃リキュールの優雅な香
りの生地のアクセントはオレンジピール。濃く
華やかな味わいの希少品種・黄金桃のコン
ポートとのマリアージュをお楽しみください。

Red wine　 Grape White wine　 Peach

赤ワイン生地
ぶどうの
コンポート 白ワイン生地

ももの
コンポート

頑張った１日の終わりの大人の寛ぎの時間。
ワインの香りと、果実本来の味わいをいかしたコンポートとのマリアージュ。

心と身体を解放したら「明日もきっと良いことがある」
そんな癒しの時間のお手伝いができますように。

Yamanashi Wine & Fruits

Wine Cake

勝沼醸造の山梨県産ワイン『杯中至楽』、甲府・塩山・牧丘の契約農家さんの葡萄や桃。
明野村で育ったの山梨鶏卵の卵、山梨県産小麦はくばくの『かいほのか』など、
美味しく安心してお召し上がりいただける、山梨県産の素材を多数使用しています。

※洋酒を使用しております。お酒に弱い方やお子様はお控えください。
新商品

カフェ店内での販売の他、今後、宅配やふるさと納税返礼品として承る予定です。
最新情報はSNS(インスタグラム、フェイスブックでご確認ください。）


