
Regular　 ¥990 Half　 ¥880

自家製フレンチトースト
（ドリンク付き )

外はカリっと中はふわトロ、自慢の
フレンチトースト。ご注文をいただ
いてから、じっくり焼き上げます。
シナモンやはちみつ、ホイップクリー
ムをお好みでお使いください。

・フレッシュハーブティー
・ブレンドティー各種
・自家製ジンジャーエール
・有機栽培コーヒー　hot / cold
・ローズソーダ
・オレンジジュース
・フレッシュミントソーダ
・ホットジンジャー

お好みのお飲み物をお選びいただけます。

ローズソーダ紅茶・ハーブティー

自家製ジンジャーエール ホットジンジャー

MORNING SET
OPEN - 11:00



¥825フレッシュハーブティー 茨城県取手市にある、無農薬・高品質で安心
安全なハーブを栽培する農園。園内に研究所
を構え、土や作物の成分分析を行うことで、
科学的根拠に基づいた農法を取り入れてい
る。最先端の科学技術と長年にわたる農業経
験の融合による、「本当に美味しい」ハーブ・
野菜作りを続ける。

FRESH  HERB TEA

シモタファーム

おすすめのミニスイーツは別ページをご覧ください
（単品ではご注文いただけません。）

Mini Sweets Set
Recommended

+ ¥550

契約農家から届く有機栽培のフレッシュハーブ。スペアミント・
マジョラム・ローズマリー・レモングラス、厳選4種のオリジナル
ブレンドです。



紅茶の持つ豊かな味わ
いに視覚的美しさを加
えることで、「美しさと
おいしさを追求する」
ことをモットーに、

花 ・々果実・スパイスとお茶との素晴らしい
組み合わせを実現。人と人とを繋ぐ温かい
コミュニケーションツールとしてのお茶を、
そこで生まれる豊かな時間と共に、海を越
えて運んでくるフランス紅茶専門店。

BLEND TEA

たくさんのバラの花びらを
加えた、ほんのり甘く香ば
しい紅茶。デザートとの相
性も抜群です。天然の香料
を加えていない、ナチュラ
ルな紅茶です。

Hot　¥770
バラの紅茶

花香

爽やかさ

甘み果実

コク・豊さ

Hot　¥770
Cold　¥715

リンゴの果肉にハイビスカ
ス、いちご片、オレンジピー
ル、可愛らしいピンクの野
バラが沢山散りばめられた
フルーツティ。

ボラボラ
(ノンカフェイン)

花香

爽やかさ

甘み果実

コク・豊さ

Hot　¥770
Cold　¥715

微かに甘く、ビロードのよ
うになめらかな風味。青い
矢車菊の花びらが美しい
アールグレイです。

スウィート
アールグレイ

花香

爽やかさ

甘み果実

コク・豊さ

Hot　¥770

紅茶と緑茶をブレンドし、
ラベンダー、ジャスミン、
ヴァニラ片と隠し味にベル
ガモットを少し。 高貴な花
の香りが魅力のエキゾチッ
クな紅茶です。

ベルアヴァン
チュール

花香

爽やかさ

甘み果実

コク・豊さ

Hot　¥770
Cold　¥715

紅茶と緑茶をベースに、レ
モンとオレンジ、モロッコ産
のミントを加えた、すっきり
と爽やかなテイスト。お好
みで甘みをつけたり、アイ
スティでも楽しめます。

サマーハウス

花香

爽やかさ

甘み果実

コク・豊さ

バラ、モーブの花、オレンジ
の花、ジャスミンの花やス
ミレなど、色とりどりの美し
い花を加えた紅茶。花と紅
茶ならではの高貴な香りと
風味を楽しめます。

Hot　¥770
パレット

花香

爽やかさ

甘み果実

コク・豊さ

Seasona
l



KICHIJOJI SPECIAL

通常のドリンクセット価格￥550にプラス￥110していただくと、ドリンクセット対象となります。

フラワーコーヒーフロート

¥825

有機栽培のアイスコーヒーに黒ゴマアイスの新鮮な組み
合わせ。苦みと渋みをアクセントにした大人テイスト。
※アイスはバニラに変更可

フラワーティーフロート

¥825

じっくり淹れたフランス紅茶にミルクをたっぷり。フロマー
ジュアイスをのせ、食べられるお花をトッピング。
※アイスはバニラに変更可



自家製ジンジャーエール

ローズソーダ

フレッシュミントソーダ

有機栽培アイスコーヒー
ホットジンジャー
有機栽培ホットコーヒー

¥825

¥770

¥770

¥715

¥715

¥715

Cold Cold

Hot

SOFT DRINK

おすすめのミニスイーツは別ページをご覧ください
（単品ではご注文いただけません。）

Mini Sweets Set
Recommended

+ ¥550

オレンジジュース
キッズオレンジジュース

¥715

¥440



FOOD

自家製フレンチトースト&有機ハーブのサラダ

TEA HOUSE 人気のフレンチトーストをお食事として。
ふわトロの食感をぜひお楽しみください。契約農家から
直送の有機ハーブと自家製ドレッシングのサラダもこだ
わりです。

¥1,100

こだわり卵とチーズの
ホットサンド&有機ハーブのサラダ

半熟卵とチーズが溶け出すホットサンド。こだわりの
ハーブサラダと一緒にお召し上がりください。

¥1,100

お食事やスイーツと一緒にご注文いただくとセット価格にて
ご提供いたします。お好きなドリンクをお選びください。

Drink Set + ¥550

Lunch Set !weekdays only"

平日 11:00 - 14:00
平日ランチはドリンクが付いています
お好みのお飲み物をお選びいただけます。

・フルーツティー　hot / cold
・スウィートアールグレイ　hot / cold
・本日の紅茶　hot / cold
・オレンジジュース

上記以外のドリンクは + ¥550でお選びいただけます。

ベーコンフレンチトーストプレート
人気のフレンチトーストにグリルしたベーコン・トマト
のトッピング。ハーブのフレッシュサラダを合わせてど
うぞ。

¥1,430

平日限定

11:00 - L.O.



SWEETS

お食事やスイーツと一緒にご注文いただくとセット価格にて
ご提供いたします。お好きなドリンクをお選びください。

+ ¥550

Drink Set

花かんむりのフレンチトースト
※11:00 からご注文いただけます

¥1,320

〝終わりのない幸せ″を意味する、花かんむりをイメー
ジした当店おすすめのフレンチトースト。旬のフルーツ
と茨城県シモタファームさんから届く有機栽培のフレッ
シュハーブが贅沢に味わえる一皿です。

フラワーパフェ

¥935

自家製のバラのゼリーにチェリーのムース、グラノーラの
食感も楽しめます。コロンとまあるいフォルムとピンク色
が華やかな一品。ベリーの酸味もアクセントに。

5 Pieces　 ¥825 3 Pieces　¥715

自家製フレンチトースト
※11:00 からご注文いただけます

外はカリっと中はふわトロ、自慢のフレンチトースト。ご
注文をいただいてから、じっくり焼き上げます。シナモン
やはちみつ、ホイップクリームをお好みでお使いください。



or

Mini Sweets Set

花摘みレアチーズ
濃厚でとろける食感のレアチーズ、ケーキの
中からはバラの花弁たっぷりのコンフィ
チュール。

お花畑クッキー
高知県のハーブ農家さんより。季節のお花で
仕上げたさっくり食感のクッキー。お土産用
にもご用意しております。

オートミールクッキー
ザクザクとしたオートミールにフルーツを練
り込んだグルテンフリーグルのクッキー。
お好みで蜂蜜をかけて召し上がれ。

フラワークリームパフ
クッキーシューの中にハニーミルククリーム
と生クリーム。優しいお花の香りと一緒に。

バラのゼリー
ヘルシーな上に美容効果もあると言われる
ダマスクローズの香り、エキスを豊富に使用。

Drink Mini
SweetsFood ¥550

お食事やドリンクにセット価格 +¥550にてお好きなミニスイーツが付けられます。

お好きなミニスイーツ
お選びください。

no image


