
クリーム蜜烏龍茶ラテ　　 420

クリームセイロン紅茶ラテ 420

クリーム台湾紅茶ラテ　　 420

クリームほうじ茶ラテ　　 420

クリーム蜜烏龍茶　　　   390

クリームセイロン紅茶　   390

クリームローズヒップ茶   390

Cream & Honey Oolong Tea Latte

Cream & Honey Oolong Tea

Tea Base

Tea Latte Base

Honey Oolong Tea Latte

Ceylon Black Tea Latte

Jasmine Tea Latte

Taiwan Black Tea Latte

Roasted Green Tea  Latte

Rock Salt Cream Tea

Uji Maccha Whipped Cream Ice Cream

Tea Latte Tea frappe

Cream & Ceylon Black Tea Latte

Cream & Ceylon Black Tea Cream & Taiwan Black Tea Latte

Cream & Rosehip Tea Cream & Roasted Green Tea  Latte

Uji Maccha with Milk

Uji Maccha & Roasted Green Tea with Milk

茶フラッペ岩塩クリーム茶

蜜烏龍茶ラテ　　    370

セイロン紅茶ラテ    370

ジャスミン茶ラテ    370

ストレート茶ベース

茶ラテベース

Fresh Tea

フレッシュボトルティー

霧抹茶ミルクー宇治抹茶ー

茶ラテ
アレルギー：乳 アレルギー：乳 ( ミルクフラッペ )アレルギー：乳・大豆

アレルギー：乳・大豆・小麦・くるみ ( ブラウニー )

アレルギー：乳・大豆 ( クリーム )

Roasted Green Tea with Milk霧ほうじ茶ミルク

台湾紅茶ラテ　　    370

ほうじ茶ラテ  　     370

期間限定 茶ラテ

鉄観音茶ラテ        370

無料トッピング・トッピングは出来ません。 TEA ONLY.

こうぎょく

Taiwan Black Tea -No.18-
紅玉紅茶  - 台茶 18 号 -

白桃パインハーブ

ローズレモンハーブ

ルイボスレモンマートル

all  480

Fruit  & Honey Oolong Tea

Fruit  & Ceylon Black Tea

Fruit  & Rosehip Tea

[ フルーツおすすめ ]
▶ イチゴ + ブルーベリー
▶ マンゴー + レモン

Fruit Foam Tea

フルーツ泡茶あわちゃ

Honey Oolong Tea /  Ceylon Black Tea /  Rosehip Tea

Foam Tea

蜜烏龍茶 / セイロン紅茶 / 　　　　ローズヒップ茶　　350
その日に抽出したフレッシュなストレートティーをきめ細かく泡立てて

ストレート泡茶 あわちゃ

※１種類の場合は、量が 2 倍になります。

フルーツローズヒップ茶   390

フルーツセイロン紅茶      390

フルーツ蜜烏龍茶              390

イチゴ　  マンゴー　  キウイ　  レモン 　 パイン

オレンジ　  ブルーベリー  　季節の果実
Strawberry Mango Kiwi

Orange Blueberry Seasonal  Fruits

Lemon Pineapple

ほうじ茶ミルクフラッペ　            430

宇治抹茶ミルクフラッペ　            430

フルーツ蜜烏龍茶フラッペ　        430

フルーツローズヒップ茶フラッペ　430

フルーツセイロン紅茶フラッペ　 430

Fruit & Honey Oolong Tea Frappe (Kiwi/Lemon)  

キウイ&レモン  

イチゴ &ブルーベリー

マンゴー&パイン

Fruit & Rosehip Tea Frappe (Strawberry/Blueberry)  

Fruit & Ceylon Black Tea Frappe (Mango/Pineapple)  

Roasted Green Tea Milk  Frappe

牛乳で作る濃厚まろやかな茶フラッペ

お茶で作るフルーツ入りさっぱり茶フラッペ

Uji  Maccha Milk  Frappe

おすすめ おすすめ

おすすめ

おすすめ

おすすめ

おすすめメニュー

おすすめ

おすすめ

おすすめ

おすすめ

おすすめ

オリジナルデザインボトル入り
(450ml)※絵柄が異なり場合もございます。

in  tax

CREPE

TEA 国内自社工場で作る高品質な自家製「生タピオカ」と、厳選した直輸入茶葉を使用。
防腐剤など一切使用しておりませんので、お早めにお召し上がりくださいませ。

タピオカ粉ブレンドのもっちりしっとり生地のクレープ。オリジナルの甘すぎないホイップクリーム使用。

アレルギー：小麦粉や乳製品と同じ工場で製造しています

マスカルポーネクリームチーズ入りの

甘い特製クリームに岩塩を振りかけて

お茶の旨味を引き出す岩塩クリーム・

お茶・茶ラテの３段階でお楽しみを

茶葉をたっぷり使用した茶ラテは、お

茶の風味を閉じ込める独自製法で作る

ので味わい深くまろやかでクリーミー

自家製タピオカと一緒に。

オーダー後に一杯一杯丁寧に茶葉から抽出するフレッシュ

なストレートティーは、厳選した高品質な茶葉を使用お茶

本来の風味と香りを楽しめます。

Rose Herb Tea & Lemon
ローズのハーブティーに生レモンを

合わせてすきっりした味わいに

白桃とパインが香るフルーティーな

ハーブティー

台湾ブランド「台茶 18 号」を使用

渋みが少ないフルーティーな味わい

健康茶として人気のルイボスティーに

レモンの香り溢れるハーブをブレンド

Peach Pineapple Herb Tea

Rooibos Tea & Lemon Herb

ノンカフェイン

ノンカフェイン

ノンカフェイン

ノンカフェイン

ノンカフェイン

ノンカフェイン

ノンカフェイン

無 

糖
微 

糖
半 

糖
全 

糖

おすすめ

Half SweetLittleZero Little StandardZero

※氷を減らすとドリンク量が少なく
見えますが同じ分量となっております。※トッピングに砂糖を使用しています。

おすすめ

な  

し

少
な
め

あ  

り

お
茶
の
甘
さ

Su
g
ar

氷
の
量

Ice

Top
p
in
g

ト
ッ
ピ
ン
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O
n
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p
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B ig Tapioca

Jel ly  with Col lagen

ICE のみ

Fruit

Rock Salt  Cream
岩塩クリーム　＋¥70

フルーツ１種　＋¥50

お茶とタピオカをストローで
一緒に美味しく味わえる  熱すぎない
ちょうど良い温度 ( 5 5～6 0℃ )

H O T は、ストローホットでご提供

※岩塩クリームのみクリームが冷たいため、
　温度を高くしております。
　混ぜてからお召し上がりください。

国内にある自社工場直送の自家製「生タピオカ」を使用。お茶に合う食感を追求しました。

ふっくらモチモチの定番ブラック大粒

当店オリジナルつぶつぶした食感の小粒

独特の甘みが茶ラテと相性抜群

ぷるぷる食感とほんのり甘い特製ゼリー

ゼリー コラーゲン入りゼリー コラーゲン入り

大粒タピオカ大粒タピオカ
Brown  sugar Tapioca
黒糖タピオカ -沖縄産黒糖使用 -黒糖タピオカ -沖縄産黒糖使用 -

Small  Tapioca
小粒タピオカ小粒タピオカ

0       1         2        3

無 

料
ト
ッ
ピ
ン
グ

霧抹茶 & 霧ほうじ茶ミルク

うすきり こいきり

うすきり こいきり

霧抹茶ミルク [ 薄霧…400][ 濃霧…420]

クリーム霧抹茶ミルク [ 薄霧…440][ 濃霧…460]

Uji Maccha with Milk (or Soy). 
[ Light ¥400…mild taste]　[Double ¥420…rich taste]

Cream & Uji Maccha with Milk (or Soy). 
[ Light ¥440…mild taste]　[Double ¥460…rich taste]

Roasted Green Tea with Milk (or Soy). 
[ Light  ¥400…mild taste]　[ Double ¥420…rich taste]

Cream & Roasted Green Tea with Milk (or Soy). 
[ Light  ¥440…mild taste]　[Double ¥460…rich taste]

霧ほうじ茶ミルク [ 薄霧…400][ 濃霧…420]

クリーム霧ほうじ茶ミルク [ 薄霧…440][ 濃霧…460]

2 種類の
濃さで選べる

豆乳に
変更無料

おすすめ

おすすめ

お好きな果実を選んで、

お茶と果実を一緒に味わう。

お茶をきめ細かく泡立てて香り豊かに。

バナナチョコ
バニラ　　　         520
バナナチョコ
バニラ　　　         520

イチゴチョコ
バニラ　　　       520
イチゴチョコ
バニラ　　　       520

イチゴあずき
バニラ　　　         520
イチゴあずき
バニラ　　　         520

バナナイチゴ
バニラ　　　       560
バナナイチゴ
バニラ　　　       560

キャラメルバナナ
チーズバニラ　　560
キャラメルバナナ
チーズバニラ　　560

Strawberry & Chocolate 
& Whipped cream

Banana & Strawberry 
& Whipped cream

イチゴチョコ
ホイップ　　        450
イチゴチョコ
ホイップ　　        450

バナナイチゴ
ホイップ　　         480
バナナイチゴ
ホイップ　　         480

Maccha & Redbean
& Whipped cream

Strawberry & Rice-flour dumplings
& Redbean 
& Whipped cream

抹茶あずき
ホイップ　              420
抹茶あずき
ホイップ　              420

抹茶イチゴ
白玉あずき　         480
抹茶イチゴ
白玉あずき　         480

Banana & Chocolate Warabi-mochi
& Whipped cream

Strawberry & Rice-flour dumplings
& Redbean & Maccha-Ice cream 
& Whipped cream

抹茶バナナ
チョコわらび餅　480
抹茶バナナ
チョコわらび餅　480

イチゴ白玉
抹茶アイス　         560
イチゴ白玉
抹茶アイス　         560

Banana & Chocolate Warabi-Mochi
& Maccha-Ice cream & Whipped cream

Caramel & Banana & Brownie cake 
& Maccha-Ice cream & Whipped cream

バナナわらび餅
抹茶アイス　　　560
バナナわらび餅
抹茶アイス　　　560

キャラメルバナナ
ブラウニー
抹茶アイス　　　560

キャラメルバナナ
ブラウニー
抹茶アイス　　　560

Banana & Chocolate 
& Whipped cream

Caramel & Banana 
& Whipped cream

バナナチョコ
ホイップ　　        450
バナナチョコ
ホイップ　　        450

キャラメルバナナ
ホイップ　　　　450
キャラメルバナナ
ホイップ　　　　450

Banana & Chocolate & Brownie cake
& Whipped cream

Double Strawberry & Cream cheese 
& Whipped cream

バナナチョコ
ブラウニー　        480
バナナチョコ
ブラウニー　        480

ダブルストロベリー
クリームチーズ　520
ダブルストロベリー
クリームチーズ　520

おすすめおすすめ
おすすめ

おすすめ

おすすめ おすすめ

おすすめ

おすすめ

宇治抹茶 あまとろホイップ アイスクリーム

Caramel & Banana & Cream cheese 
& Vanilla Ice cream & Whipped cream

Strawberry & Redbean
& Vanilla Ice cream
& Whipped cream

Banana & Strawberry &
Vanilla Ice cream & Whipped cream

Banana & Chocolate
& Vanilla Ice cream
& Whipped cream

Strawberry & Chocolate
& Vanilla Ice cream
& Whipped cream

蜜の甘い香りの中に
深い渋みを感じる烏龍茶

バニラのようなクセになる
風味が台湾を感じる紅茶

芳醇な香りに優しい風味で
飲みやすくて人気の紅茶

茶葉をさらに焙煎しているので
香ばしく口当たりなめらか

ジャスミンの華やかな香りで
リラックスできる緑茶

▶ マンゴー + パイン
▶ イチゴ + マンゴー

▶ キウイ + レモン
▶ オレンジ + パイン

クレープ生地も
ホイップクリーム
も当店オリジナル
生地まで美味しい
にこだわりました

フルーツ泡茶のフルーツから選べます

クリーム

チーズ

イチゴ

たっぷり

くるみ入り濃厚

ブラウニー

ケーキ

チョコ味

わらび餅

宇治抹茶で作る

抹茶生地

もちもち

白玉

 定番！

一番人気

バナナも

イチゴも

※写真はイメージです。

2.Please choose 
   two fruit  mix.

1 .Please choose one of  the tea.

2. 好きなフルーツを 1 つまたは 2 つ選ぶ

⒈お茶を 1 種選ぶ

+¥50×2増量1 種類無料
One Free Topping

「薄 霧うすきり」…牛乳のまろやかな味わい
「濃 霧こいきり」…茶葉 2 倍の濃厚な味わい

[ インモール京都桂川店 ]


