
テイクアウト/Take out イートイン/Eat in

苺とピスタチオクリームのパリブレスト Paris-Brest strawberry pistachio cream 750 870

苺と塩カラメルクリームのクレープ Strawberry salted caramel cream crepe 800 920

ストロベリータルト Strawberry tart 850 980

ストロベリーショートケーキ Strawberry shortcake 700 810

ルバーブとオレンジのクリームケーキ Rhubarb and orange cream cake 700 810

シチリアレモンとライムメレンゲ Sicilia lemon lime meringue 550 640

ニューヨークチーズケーキ New York cheesecake 700 810

チョコレートフォンダン Chocolate fondant 550 ×

カスタードプリン Custard pudding 650 650

テイクアウト/Take out イートイン/Eat in

ミックスフルーツケーキ ( 12cm ) Mix fruits shortcake ( 12cm )

　＊2日前までのご予約にて承ります 　＊2 days advance reservation is required.

チョコへブン ( 28cm ) Chocolate heaven ( 28cm )

　＊5日前までのご予約にて承ります 　＊5 days advance reservation is required.

ストロベリーパイ Strawberry pie

　＊4日前までのご予約にて承ります 　＊4 days advance reservation is required.

テイクアウト/Take out イートイン/Eat in

京都 GIN "季の美" チョコレート KI NO BI Gin chocolate box 2,200 ×

　＊3日前までのご予約にて承ります 　＊3 days advance reservation is required.

生チョコレートトリュフ （1粒） Fresh chocolate truffle 250 290

プラリネオレンジトリュフ （1粒） Praline orange truffle 250 290

50g オレンジピールチョコレート 50g Chocolate coverded orange peels 648 746

  pastry boutique

×

10,000

2,400

×

×

カットケーキ　Cakes

ホールケーキ / ロールケーキ　Whole cake / Roll cake

チョコレート　Chocolate

3,200



テイクアウト/Take out イートイン/Eat in

天然酵母サワードウ Sourdough

カントリーローフ Country loaf 650 750

クランベリーとくるみ Cranberry walnut 1,100 1,300

栗とさつまいも Chestnut sweet potato 1,100 1,300

イタリアンブレッド Italian bread

トマトとオレガノのフォカッチャ Tomato oregano focaccia 350 410

フレンチブレッド French bread

バゲット Baguette 380 440

食パン Sandwich bread

ホワイト White sandwich 350 410

グラハム Graham sandwich 370 430

レーズンブレッド Raisin bread 650 750

ハチミツとヨーグルト Honey yoghurt sandwich 800 950

アーモンドのデニッシュブレッド Almond bread 1,300 1,500

  *土日のみ販売  *Sold only on Saturdays and Sundays

オレンジチョコレートクロワッサンダマンド Orange chocolate croissant damande 300 350

テイクアウト/Take out イートイン/Eat in

マカロン （5個入り） Homemade macaron box ( 5 pieces) 1,650 ×

マカロン  1個 Macaron 1 piece 300 350

ゆずチェッロシフォンケーキ Yuzucello chiffon cake 2,600 ×

ふィナンシェ （9個入り） Hanbeifu & white miso financiers (9 pieces) 1,500 ×

ふィナンシェ （16個入り） Hanbeifu & white miso financiers (16 pieces)

　＊5日前までのご予約にて承ります 　＊5 days advance reservation is required.

カリビアンチョコレートパウンドケーキ Caribbean chocolate pound cake 2,800 ×

宇治抹茶サブレ Uji green tea sable 900 1040

ストロベリークッキー Strawberry cookies 900 1040

ココナッツサブレ Coconut sable 900 1040

チョコレートクッキー Chocolate cookies 900 1040

市場・天候等の状況により食材が変更になる事がございます

Menu items may change subject to availability and supply conditions.

Please do not hesitate to let us know if you have any allergy or intolerance.

アレルギーや不耐性をお持ちの方はご遠慮なくお申し出ください

上記、イートインの料金に10％消費税と13％サービスチャージが含まれています

All take out prices are inclusive of 8% tax.

All eat-in prices are inclusive of 10% tax and 13% service charge.

上記、テイクアウトの料金に8％消費税が含まれています

ビスケット　Biscuits

   Uji matcha, Yuzu / Honey, Coffee / Caramel, Strawberry / Chocolate, Bamboo charcoal / Raspberry

　　京都の老舗 お麩・湯葉専門店「半兵衛麩」のお麩と白みそを使ったフィナンシェです。

2,700 ×

　宇治抹茶、ゆず・ハニー、コーヒー・カラメル、ストロベリー・チョコレート、竹炭・ラズベリー

パン　Bread

クッキー・焼き菓子　Assorted Item (cookies, baked cakes)


