


チョコレートのシフォンケーキ

１カット

ケーキセット

By slice 

Cake Set  

￥900

￥1,700

ブレンドコーヒー又はブレンド紅茶、エスプレッソよりお選びください。

Your choice of Blend Coffee, Tea or Espresso 

＊写真はすべてイメージです。上記料金はサービス料10％・税金が含まれた価格となります。

The photo is for illustrative purpose only. Prices shown includes tax and service charge.

＊仕入れの都合により内容や食材の産地等が変更になる場合がございます。ご了承ください。

Menu item(s) and /or its production region may change based on availability.  

Chocolate Chiffon Cake Topped 
with Raspberry Macaron and Grué de Cacao

チョコレートのシフォンケーキに、香り高いカカオと

甘酸っぱいラズベリーのマカロンをトッピングしました。



＊写真はすべてイメージです。上記料金はサービス料10％・税金が含まれた価格となります。

The photo is for illustrative purpose only. Prices shown includes tax and service charge.

＊仕入れの都合により内容や食材の産地等が変更になる場合がございます。ご了承ください。

Menu item(s) and /or its production region may change based on availability.  

1カット

ケーキセット

￥1,200

￥2,000

ブレンドコーヒー又はブレンド紅茶、エスプレッソよりお選びください。

Your choice of Blend Coffee, Tea or Espresso 

By slice 

Cake Set  

さっくり焼き上げたタルト生地に、たっぷりと敷き詰めたあまおう苺。

ラズベリーピューレの酸味が程良く合います。

"Amaou" Strawberry Tart 

あまおう苺のタルト



苺ショートケーキ

Strawberry Shortcake

１カット

ケーキセット

By slice 

Cake Set  

￥950

￥1,750

ブレンドコーヒー又はブレンド紅茶、エスプレッソよりお選びください。
Your choice of Blend Coffee, Tea or Espresso 

苺を使ったショートケーキです。

グランジュール定番の商品です。

＊写真はすべてイメージです。上記料金はサービス料10％・税金が含まれた価格となります。

The photo is for illustrative purpose only. Prices shown includes tax and service charge.

＊仕入れの都合により内容や食材の産地等が変更になる場合がございます。ご了承ください。

Menu item(s) and /or its production region may change based on availability.  



ロイヤルミルクティーのタルトブリュレ

1カット

ケーキセット

￥900

￥1,700

ブレンドコーヒー又はブレンド紅茶、エスプレッソよりお選びください。

Your choice of Blend Coffee, Tea or Espresso 

By slice 

Cake Set  

Milk Tea Brûlée Tart

ロイヤルミルクティーを使用した、

なめらかな口あたりのブリュレをのせたタルトです。

＊写真はすべてイメージです。上記料金はサービス料10％・税金が含まれた価格となります。

The photo is for illustrative purpose only. Prices shown includes tax and service charge.

＊仕入れの都合により内容や食材の産地等が変更になる場合がございます。ご了承ください。

Menu item(s) and /or its production region may change based on availability.  



洋なしのタルト

Pear Tart

アーモンドクリームと洋なしを焼き上げたシンプルなタルト。

風味豊かな味わいです。

＊写真はすべてイメージです。上記料金はサービス料10％・税金が含まれた価格となります。

The photo is for illustrative purpose only. Prices shown includes tax and service charge.

＊仕入れの都合により内容や食材の産地等が変更になる場合がございます。ご了承ください。

Menu item(s) and /or its production region may change based on availability.  

1カット

ケーキセット

￥950

￥1,750

ブレンドコーヒー又はブレンド紅茶、エスプレッソよりお選びください。

Your choice of Blend Coffee, Tea or Espresso 

By slice 

Cake Set  



Soufflé Cheesecake with Raspberry  and Pistachio

￥900

￥1,700

ブレンドコーヒー又はブレンド紅茶、エスプレッソよりお選びください。
Your choice of Blend Coffee, Tea or Espresso 

1カット

ケーキセット

By slice 

Cake Set  

スフレチーズケーキ

スフレチーズケーキに甘酸っぱいフランボワーズと

2種類のクリームをトッピングしました。

＊写真はすべてイメージです。上記料金はサービス料10％・税金が含まれた価格となります。

The photo is for illustrative purpose only. Prices shown includes tax and service charge.

＊仕入れの都合により内容や食材の産地等が変更になる場合がございます。ご了承ください。

Menu item(s) and /or its production region may change based on availability.  


