3. ハーフ＆ハーフ カリーセット

kuroneko sabo

（Half & Half Curry Set）…………………… ￥1100+Drink Price

軽食 - Light Meals(Order with Drink)

（カリー、ご飯、黒猫サラダ、お好きなお飲み物）

14. ダブルチーズトースト（Double Cheese Toast）
… ￥480

黒 猫 茶 房

(Curry, Rice, KURONEKO Salad, Drink You Like)

2-4-2 Asagaya-Kita, Suginami-ku
Open: 11:30am-12:00am

4. チキンカリーランチセット

TEL 03-3337-7202

Closed: Mondays
Cash Only

人気のグリュイエールチーズ、エメンタールチーズをバゲットに乗せ

チキンカリーとベジカリーが半分量ずつ両方お楽しみいただけます。
（
Enjoy half portions of Chicken and Vegetable curry at once.）

空いたときや、おやつ代わりにどうぞ。
（Emmenthal and gruyere

黒猫茶房ランチサービス
Lunch Service 11:00am-3:00pm

great for a snack.）

（Chicken Curry Lunch Set）……………………………… ￥1300
（カリー、ご飯、サラダ、珈琲（温・冷）
）

(Curry, Rice, KURONEKO Salad, Drink You Like)
まろやかなのにスパイシーなソースは、小麦粉、スープストック、ク
リーム、バター不使用のヘルシーなインドカリーです。鶏肉と野菜、
自家製ヨーグルトでコクと旨みを出します。皮を除いた国産の良質な
鶏胸肉は、ほろほろと崩れるような柔らかさ。
（Well-balanced mild
and spicy, made from chicken, vegetables and homemade yogurt. This
healthy Indian style curry is not added wheat, soup stock, cream or
butter.）

Salad）……………………………………………………… ￥680
ダブルチーズトーストに、黒猫サラダ（グリーンレタス、ゆで卵、マ

16. ミックスサラダ（大）
（Mixed Salad (Large)） …… ￥650
ハム、卵、チーズ、トマト、レタス、サニーレタス、オリーブ、
ココナッツ等、色とりどりの目に楽しいたっぷりサイズのサラダ。

（Vegetable Curry (Sauce)）……………………………… ￥1200

（カリー、ご飯、黒猫サラダ、お好きなお飲み物）

& KURONEKO Salad（Double Cheese Toast & KURONEKO

Tomato, etc.)）

6. 野菜カリー（ソース）Yasai Curry (Sauce)

1. チキンカリーセット（Chicken Curry Set）
￥1000+Drink Price

15. ダブルチーズトースト＆黒猫サラダ Double Cheese Toast

Toast with KURONEKO Salad(Green Lettuce, Boilled Egg, Macaroni,

5. チキンカリー（ソース）
（Chicken Curry (Sauce)）…… ￥1000

7. ご飯（山形はえぬき米）Gohan
（Rice(HAENUKI Brand Rice Made in Yamagata Pref.)）

cheese on baguette. Light and crispy texture of cheese toasts are

カロニ、トマト、人参等）が付いたセットです。
（Double Cheese

(Curry, Rice, Salad, Coﬀee(Hot or Iced))

サイドオーダー - Side Orders

セットメニュー - Set Menu

て焼きます。さくっと柔らかな香ばしいチーズトーストです。小腹が

￥200

8. 黒猫サラダ（グリーンレタス、ゆで卵、マカロニ、トマト等）
（KURONEKO Salad(Green Lettuce, Boilled Egg, Macaroni,
Tomato, etc.)） …………………………………………… ￥200
9. ミックスサラダ（大）
（Mixed Salad(Large)）……… ￥650
ハム、卵、チーズ、トマト、レタス、サニーレタス、オリーブ、ココ

（Ham, egg, cheese, tomatoes, lettuce, sunny lettuce, olives,
coconut and etc… This large size of salad is full of colors.）

ケーキ - Cake(Order with Drink)
17. ベイクドチーズケーキ（ブルーベリーソース添え）
（Baked Cheese Cake (with Blueberry Sauce)）………… ￥450
18. フルーツのタルト（生ホイップクリーム添え）
（Fruit Tarte (with Fresh Whipped Cream)）…………… ￥500

ナッツ等、色とりどりの目に楽しいたっぷりサイズのサラダ（Ham,
Egg, Cheese, Tomato, Lettuce, Red-Leaf Lettuce, Olive, Coconut, etc.）

Recommend

チキンカリーセット

カレーのテイクアウト - Curries To Go

Chiken Curry Set

10. チキンカリー（ソース）
（Chicken Curry (Sauce)）
…………… ￥1000（+Container For Microwave Oven ¥50）

2. 季節の野菜カリーセット Kisetsu No Yasai Curry Set
（Seasonal Vegetable Curry Set） ……… ￥1200+Drink Price
（カリー、ご飯、黒猫サラダ、お好きなお飲み物）
(Curry, Rice, KURONEKO Salad, Drink You Like)
国産野菜を中心に、季節に応じていろいろな種類の野菜カリーが登場
します。非常に沢山の野菜で煮こまれた水分は、野菜の旨みとスパイ
スが混ざり合った、非常に贅沢なスープです。ベジタリアンの方、野
菜不足の方にお勧めです。
（Perfect for vegetarians and who need more
vegetables. Made from Seasonable Domestic produces all the year
around. The broth is very rich ﬂavor from lots of vegetables and it is
mixed with grateful balanced spices.）

11. チキンカリー弁当（ご飯付き）
（Chicken Curry (with Rice)）

￥1000+Drink

…………… ￥1200（+Container For Microwave Oven ¥80）
12. 野菜カリー（ソース）Yasai Curry (Sauce)
（Vegetable Curry (Sauce)）
…………… ￥1200（+Container For Microwave Oven ¥50）
13. 野菜カリー（ご飯付き）Yasai Curry
（Vegetable Curry (with Rice)）
……………￥\1400（+Container For Microwave Oven ¥80）
＊容器をお持ちくだされば、お持ちいただいた容器にカリー
をお詰めいたします。
（We can pack your order in own
container if you bring in.）

<Notice>
Some of restaurants accept CASH ONLY
The price including or excluding TAX is depending on the restaurant
Some of restaurants require COVER CHARGE
Some of restaurants require to order at least ONE DRINK
<Ingredients/Taste>
Chicken

Pork

Seafood

Vegetables

Flour

Beef

Fish

Egg

Dairy Products

Spicy

ブレンド珈琲 - Blended Coffees

25. モカ マタリ（Mocha Mattari）……………………… ￥700
イエメン産クラシック・モカです。濃厚な甘い香り、甘くまろやかな

バリエーション珈琲 - Coffee Beverages

ブレンド珈琲ならではの、しっかりとした深い味わいです。濃厚なコ

味わいとかすかな優しい酸味が見え隠れする複雑なモカ独特の香味を

32. カフェ・オ・レ（Cafe Au Lait） …………………… ￥600

クと香りを存分にお楽しみ下さい

お楽しみ下さい。
（Yemeni Classic Coﬀee. Sweetness rich aroma, a hint

フレンチローストの香り高いマンデリンとミルクの甘みが織り成す絶

of acidy ﬂavor of mild sweetness. ）

妙なバランス。しっかりした味と香りのカフェ・オ・レです。
（French

26. キリマンジェロ（Kilimanjaro） …………………… ￥650

Roasted Mandarin (Sumatra) is great combination with milk.

（Enjoy our Blended Coﬀee which is Full body and Rich Flavor.）

19. ビター（Bitter）……………………………………… ￥500
苦味と甘みのバランスのとれた、深いコクのあるストロングタイプの
ブレンド珈琲。フレンチロースト。
（Strong type of Rich Flavored Coﬀee. Well-Balanced both of Bitterness
and Sweetness. French Roasted. ）

20. マイルド（Mild） …………………………………… ￥600
豊かな香りが素晴らしく、コクと甘み、そしてまろやかな酸味のバラ
ンスが良いマイルドなブレンド珈琲。
（Full of aroma, Mild Acidity,
Richness and Sweetness Well-Balanced Coﬀee. ）

21. ノワール（Noir） …………………………………… ￥600
フランス風の飲み方はカフェ・オレだけではありません。濃い目のブ
ラックコーヒーをデミタス・カップでじっくり味わいます。20g の豆
で 80cc 抽出。濃くて強い珈琲がお好きな方にお勧めします。
（There is
not only Café au lait is French Style. Enjoy our strong black coﬀee with
a Demitasse cup. Makes only 80cc of coﬀee from 20g of beans.This
Coﬀee is good for who loves Strong taste.）

タンザニアのキリマンジェロ山麓産。フローラルな甘い香りと上品な

Full-bodied and rich aroma.）

風味、そして爽やかな柑橘系の酸味に程よいコクと苦味が特徴的です。

33. カフェ・クレーム（Cafe Crème） ………………… ￥680

雑味の無い後味と豊かな芳香がとても優れています。アフリカの代表

ミルクが多めのカフェ・オ・レに有機きび砂糖で甘みをつけ、生クリ

的なコーヒーのひとつ。
（Mount Kilimanjaro is located along the

ームをたっぷりのせた優しいまろやかなコーヒーです。香り豊かでコ

northern border of Tanzania. Floral sweetness aroma and fruity mild

クのあるビターブレンドを使用。
（Generous amount of milk with

acidity with a mild sharpness. Great combination of a clean ﬁnish and

organic millet sugar and whipped cream. Used rich ﬂavored bitter

rich ﬂavor. is the one of the most popular African Coﬀee.）

blended beans）

27. マンデリン（Mandarin (Sumatra)）

34. ウィンナーコーヒー（カプツィーナー）

希少な、インドネシア・スマトラ産アラビカ種。重厚なコクとまろや

（Viennese Coﬀee） ……………………………………… ￥650

かで奥行きのある苦味、そしてマンデリン特有の濃厚な香りが特徴で

オーストリアのウィーン風コーヒーです。ビターな珈琲と生クリ

す。酸味の少ないコーヒー。
（This rare Arabica Coﬀee is from Sumatra,
Indonesia. Full bodied and rich sharpness ﬂavor. Great mouthful aroma,
almost no- Acidity.）

28. マンデリン（フレンチロースト）
（Mandarin (Sumatra, French Roast)） ………………… ￥650

ームの奏でるハーモニーをお楽しみ下さい。カップの底に粗めの
シュガーが沈んでいます。スプーンを添えてお出ししております
が、かき混ぜずにそのまま召し上がることをお勧めいたします。
（
Enjoy combination of bitter coﬀee and whipped cream. Coarse
sugar in the bottom of a cup. We recommend to drink without

マンデリンの最良の味わい方はフレンチローストであるとも言われま

stirring.）

す。特有の深いコクと豊かな香り・まろやかな苦味・甘みをお楽しみ

35. カプチーノ（Cappuccino） ………………………… ￥680

下さい。
（This is the best method to have Mandarin. Enjoy Full bodied,

濃い珈琲に、フォームミルクではなく生クリームを使った昔ながらの

rich aroma and sharpness, also sweetness.）

リッチなカプチーノです。カップの底のシュガーをシナモンスティッ

化をお楽しみ下さい。
（Extracted of ﬁrst rich dripped, makes only 60cc

29. コロンビア

クで混ぜながら甘さをお好みに調節してお飲み下さい。
（Strong coﬀee

of coﬀee from 20g of beans. This is the best part of dripped coﬀee. Rich

甘い香りのマイルドなタイプのコーヒーで、滑らかで上品な優しい味

with heavy cream is a traditional Cappuccino. Adjust your sweetness

and sweet, also deep aroma. Enjoy as Black coﬀee, with sugar and/or

わいです。エージングを経た豆のため豊かなコクと甘みが特徴。

with stirring a cinnamon stick ( Sugar in the bottom of a cup).）

22. デミタス（Demitasse）……………………………… ￥600
最初の濃いエキスのみを抽出した珈琲。珈琲の最も美味しい部分。濃く
て甘くて深い香りがすばらしいです。20g の豆から 60cc 抽出します。
ブラックはもちろん、お砂糖やクリームを入れても美味しい。味の変

cream as well.）

23. ストレート珈琲（Straight）

スプレモ（Columbia Superemo）
… ￥650

（Sweet aroma, mild and smooth type of coﬀee. Aged beans bring
sweetness and rich ﬂavor.）

ブレンド珈琲に比べ、比較的浅めの煎りで軽やかです。豆それぞれの

30. ブラジル（Brazil）…………………………………… ￥630

香りと味わい、そして個性をお楽しみ下さい（Lighter roasted than

天日乾燥で精選された中性的な味の豆を使っています。適度な苦味と

Blended coﬀee. Enjoy each bean of ﬂavor, aroma, taste and

コク、そして酸味と甘味のバランスが程よくて素晴らしい味わいです。

uniqueness.）

24. エメラルドマウンテン（Emerald Mountain） …… ￥780

Recommend

カプチーノ
Cappuccino

（Selected sun dried well-balanced beans. Perfect balanced of
sharpness, body and acidity and sweetness. ）

コロンビアで生産されるコーヒーのわずか 1% のコロンビア高地の最

31. ブルーマウンテン No1（Blue Mountain No.1）

高級豆。大粒豆だけ厳選し手摘みで収穫し、天日乾燥させた（収穫地

ジャマイカのブルーマウンテン地区で生産された豆の中でもつぶの大

域 100% 限定）幻のエメラルドマウンテン。香りが素晴らしく、柔ら

きなグレードの高い貴重な豆を使用しています。芳醇な甘い香り。そ

かで軽やかな味わいの中にフルーティな酸味とコクがあります。
（The

して、滑らかな舌触りと苦味、甘み、酸味、コクと調和のとれた繊細

best quality of Colombian Coﬀee which is only 1 % of crop.

で上品な味わいは” コーヒーの王様” と言われています。
（This is called

Handpicked selected good sized of beans which are cropped from

“King of Coﬀee.” Selected high grade of big size of beans from Blue

limited area have full of aroma, light and soft taste in rich and fruity

Mountain, Jamaica. Sweet aroma. Very smooth texture and

acidic ﬂavor. ）

well-balanced all of sharpness, sweetness, acidity and richness.）

￥680

協力：

EXPERIENCE
SUGINAMI TOKYO

バリエーション珈琲 - Coffee Beverages

冷たい珈琲 - Iced Coffees

温かいお茶 - Hot Teas

36. ハニー・カフェ・コン・レーチェ

41. カフェ・グラッセ（アイス珈琲）
（Cafe Glace）
… ￥550

45. 薩摩の紅茶（ポットサービス。カップ 2 杯半）

煎りの深いマンデリンのみを使用。豊かな香味、柔らかい飲みくち、

Satsuma No Kocha（Satsuma Tea (Served with a Pot.

カナダ産蜂蜜、ミルク、珈琲、フォームドミルクの 4 層式スイートミ

甘みとコクのある味わいをお楽しみください。
（Dark roasted

Equivalent to 2 and 1/2 Cups)）………………………… ￥600

ルクコーヒです。よくかき混ぜてお飲み下さい。
（Four layered of

Mandarin (Sumatra) only. Enjoy Full of aroma, softness texture,

鹿児島産・紅ふうきとアッサムの有機栽培ブレンドティー。甘く濃い

Canadian honey, milk, coﬀee and steamed milk. Mix well and enjoy.）

sweetness richness ﬂavor.）

（Honey Cafe Con Leche） ……………………………… ￥680

42. カフェ・グラッセ（アイス珈琲・ビター）
（Cafe Glace Bitter）

※以下はお酒が入っています。
（The following Four items are contained alcohol.）
37. カフェ・ロワイヤル（Cafe Royal）………………… ￥1000
かの皇帝ナポレオンがこよなく愛した珈琲。林檎のブランデー V.S.O.P”
ベルネロワ・カルバドス” を染み込ませた角砂糖に火を点けて溶かし
た後、珈琲に落としかき混ぜてお飲み下さい。ブランデーの香りと青
い炎、上品な” エメラルド・マウンテン” のアンサンブルをお楽しみ下
さい。
（This is known as French Emperor Napoleonʼ s favorite coﬀee.
Enjoy aroma of Calvados Berneroy VSOP, beautiful blue ﬂame and
great taste of Emerald Mountain. After enjoy the Blue ﬂamed Brandied
sugar, drop it into a cup and stir. Calvados Berneroy VSOP is rich and
full-bodied with ripe apple ﬂavour. ）

38. カフェ・マリア・テレジア（Cafe Maria Theresia） ￥780

夏季限定。喉の渇きを潤す、すっきりしたビターテイスト。ブラジル
・コロンビア・コスタリカ・ダブルアイビーをブレンドした煎りの深
い豆を使用しています。
（Summer time only. This clean ﬁnished bitter
taste coﬀee makes your parches throat cool down. Blended of dark
roasted Brazil, Costa Rica and Double Ivy.）

43. オ・レ・グラッセ（二層式アイス・オ・レ）
（Au Lait Glace(Iced Cafe Au Lait)）……………………… ￥650
甘みを付けたミルクとドゥミタスよりも更に濃厚なリキュールのよう
に香る珈琲の二層式アイスオーレです。混ぜずにそのままお飲みにな
ると、口の中で珈琲とミルクの深い香りと味わいがより一層お楽しみ
いただけます。
（Two layered of sweetened milk and coﬀee which is

珈琲にオレンジリキュール” コアントロー” を加え、ホイップクリーム
をのせてこんぺいとうをトッピングしたバリエーション。珈琲の香り

like liqueur. You can enjoy coﬀee and milk will be just together in your

とオレンジの香りのハーモニーがとてもリラックスします。

mouth if you would not stir. ）

46. ダージリン（ポットサービス。カップ 2 杯半）
（Darjeeling (Served with a Pot. Equivalent to 2 and 1/2 Cups)）
…………………………………………………………… ￥650
最高級茶葉「スペシャルダージリン」を使用。フローラルな香りと爽
やかな風味です。ぜひストレートでお楽しみ下さい。
（The best grade
tea leaf “Special Darjeeling” , ﬂoral and fresh ﬂavor. Enjoy as straight
tea.）

47. ローズティー（Rose Tea） ………………………… ￥650
黒猫茶房の庭園で収穫したダマスクローズをダージリンとブレンドし
た高貴な香りのスペシャルティ。薔薇に包まれたひとときをお楽しみ
下さい。
（Damask roses picked from our garden blended with
Darjeeling. This special tea brings you feel luxury. Enjoy scentful our
garden roses.）

48. ロイヤルミルクティー（Royal Milk Tea） ………… ￥650

（Coﬀee with Cointreau (Orange-ﬂavored liqueur), whipped cream and

牛乳をたっぷり使った生クリーム入りのリッチなミルクティー。ミル

Konpeito (Japanese sugar candy). Coﬀee and Orange ﬂavor makes you

クと紅茶の絶妙なバランスの味わいをお楽しみ下さい。
（Used

relax.）

Recommend

オ・レ・グラッセ

Au Lait Glace (Iced Cafe Au Lait)

Recommend

カフェ・マリア・テレジア

generous amount of milk and heavy cream. Enjoy well-balanced milk
tea. ）

49. マサラチャイ（Masala Chai）……………………… ￥630
数種類のスパイスと生姜で煮込んだインドのミルクティー。ホールス
パイスを臼ですりつぶし、紅茶と牛乳、国産生姜で煮込んだ深い味と

Cafe Maria Theresia

39. アイリッシュコーヒー（Irish Coﬀee） …………… ￥830

（Organic blended tea of Benifuki (From Kagoshima) and Assam. Enjoy
freshness sweet and mild ﬂavor which likes sunny breeze.）

darker and stronger than Demitasse that tastes and aroma are almost

￥780

まろやかな太陽の香りがお口の中に広がります。

￥780

香りの逸品。スパイスとの調和を保つため有機きび砂糖を少量入れ、
程よい甘さに調整しています。前身のカレー専門店ガネーシャ時代か
ら人気のお飲み物。
（Indian milk tea, cooked with stone milled spices
and domestic ginger. Perfect sweetness by organic millet sugar
matches spices. This milk teaʼ s been popular since we opened Curry

44. ハニー

コールド（Honey Cold） ………………… ￥700

蜂蜜（カナダ産）で甘みを付けた珈琲にホイップした生クリームを浮

house “Gamesha” (previous restaurant ).）

50. ハーブティー（ポットサービス。カップ 2 杯半）

かべた冷たい珈琲です。コクのあるほろ苦い珈琲と、ふくよかな優し

熱くてほろ苦い珈琲にアイリッシュ・ウィスキーと砂糖を入れて、ホ

（Herb Tea (Served with a Pot. Equivalent to 2 and 1/2 Cups)）

い蜂蜜の甘みのハーモニーをお楽しみ下さい。
（Canadian honey taste

イップクリームを乗せた飲み物です。黒猫茶房ではウィスキーはブッ

coﬀee with whipped cream. Good combination of sweetness of honey

…………………………………………………………… ￥600

シュミルズを使用しています。
（Hot darkness coﬀee with Irish whiskey

and bitter coﬀee.）

(Bushmills), sugar and whipped cream.）

40. カフェ・ラ・オランジュ（Cafe La Orange）……… ￥750
温かい深煎りの珈琲に” コアントロー” とオレンジの果肉を入れ、シナ
モンスティックを添えたもの。
（Dark roasted coﬀee with Cointreau,
fresh orange and a cinnamon stick.）

ビタミン C 豊富な、ローズヒップ・ハイビスカス・オレンジ＆レモン
ピールの有機栽培ハーブティー。酸味を抑えたまろやかなオリジナル
ブレンドティーです。色鮮やかなルビー色をお楽しみ下さい。
（Organic herb tea. Used enriched Vitamin C from Rose hip, Hibiscus
and Orange & Lemon peels. Enjoy brightly-Red colored mild acidity
original blended tea.）

冷たいお茶 - Iced Tea

ジュース - Juice/Soda

51. アイスストレートティー（Iced Straight Tea） …… ￥600

57. 信州の葡萄ジュース（天然果汁 100%）Budo Juice

最高級茶葉「スペシャルダージリン」を使用。フローラルな香りと爽

（Grape Juice (100% Pure Fruit Juice)）………………… ￥600

やかな風味をストレートでお楽しみ下さい。
（The best grade tea leaf

長野県産ぶどう（コンコード種）の濃い味わいを楽しめます。甘み、

“Special Darjeeling” , ﬂoral and fresh ﬂavor. Enjoy as straight tea.）

酸味、風味のバランスが良く、ポリフェノールの含有量が多いヘルシ

52. アイスロイヤルミルクティー（Iced Royal Milk Tea）￥700

ーなジュース。
（Enjoy domestic (Nagano) Concord grapes.

牛乳をたっぷり使った生クリーム入りのリッチなミルクティー。夏向

Well-balanced Sweetness, Acridness, and aroma. This healthy juice is

き。ご注文を受けてからお作りします。冷ますために少々お時間をい

enriched Polyphenol.）

ただきます。
（Used generous amount of milk and heavy cream. Good

58. 信州の林檎ジュース（天然果汁 100%）Ringo Juice

tea for summer. We make by order, so it will take a time for let it cool.）

53. アイスマサラチャイ（Iced Masala Chai） ………… ￥680

（Apple Juice (100% Pure Fruit Juice)）………………… ￥600
長野の恵まれた自然の中で育った林檎は、甘くて上品な味わいです。

スパイスと生姜の入ったインドの甘いミルクティー。数種類のホール

飲みやすく、お子様にもお勧め！（Made from sweet and elegant taste

スパイスを臼ですりつぶし、紅茶と牛乳、国産生しょうがで煮込んだ

of apples are grown in Nagano where has a rich natural environment.

深い味と香りの逸品。アイスで飲んでもグッドです。ホットなカリー

This smoothness juice is good for kids!）

のお勧めです。
（Indian milk tea, cooked with stone milled spices and

59. ジンジャーエール（熊本産生姜 100%）

domestic ginger. This Masala Chai Tea can be enjoyed as Iced Tea as
well. It matches Spicy Curry.）

（Ginger Ale (100% Ginger Made in Kumamoto)）…… ￥650
熊本産生姜と砂糖だけで煮詰めた濃厚な生姜シロップを炭酸ソーダで

54. アイスハーブティー（砂糖不使用）
（Iced Herb Tea (Sugar Free)）…………………………… ￥550

割ってつくります。すっきりして飲みやすく、体が喜ぶヘルシーなソ
ーダです。
（Soda mix with Ginger syrup made from domestic

ビタミン C 豊富な、ローズヒップ・ハイビスカス・オレンジ＆レモン

(Kumamoto) ginger and sugar. This freshness drink is healthy for your

ピールのオリジナルブレンド。色鮮やかなルビー色の有機栽培ハーブ

body.）

ティー。
（Used enriched Vitamin C from Rose hip, Hibiscus and Orange

60. カシスソーダ（砂糖不使用）

& Lemon peels. Enjoy brightly-Red colored original blended tea.）

（Cassis Soda (Sugar Free)）……………………………… ￥650
ポリフェノール、ビタミン C 豊富なカシスのコンフィチュールを炭酸

ココア・ミルク - Cocoa/Milk

（Soda mix with Cassis (Blackcurrant) conﬁture (Jam) which is rich of
Polyphenol and Vitamin C. Beautiful burgundy colored soda.）

55. ショコラ（ココア／温 or 冷）Chocola
（Chocolate Drink (Cocoa/Hot or Iced)）

ソーダで割って作ります。美しい赤紫色のソーダ。

Hot ¥700/Iced ¥750

61. ハーブティーソーダ（砂糖不使用）

ご注文を受けてからお作りしますので、15 分ほどお時間をいただきま

（Herb Tea Soda (Sugar Free)） ………………………… ￥650

す。じっくり煮込んだ濃厚な味わいとカカオの芳醇な香りは、黒猫茶

ビタミン C 豊富な、ローズヒップ・ハイビスカス・オレンジ＆レモン

房ならではの大人の味。ココア好きの方はぜひ！ココアパウダーは高

ピールの有機栽培ハーブティーを炭酸ソーダで割ります。色鮮やかな

品質なチョコレートを製造するスイスブランド・フェルクリン社のパ

ルビー色のソーダ。
（Soda mix with Organic herb tea. Used enriched

ウダーを使用。アイスココアもお勧めです。
（We make by order, so it

Vitamin C from Rose hip, Hibiscus and Orange & Lemon peels. Enjoy

takes about 15 minutes to serve. Rich taste and aroma from high

brightly-Red colored soda.）

アルコール - Alcohol
食前酒・食事のお供としてお楽しみ下さい。アルコール単品のみのオ
ーダーはご遠慮頂いております。
（We only can accept alcohol orders
with meal orders. Please enjoy as an aperitif or at meals.）

ワイン - Wines
62. ツェラー・シュワルツ・カッツ・プリカッツ・Q.b.A. 白
（Zeller Schwarze Katz Pri Katz Q.b.A. White (Equivalent to 4
Glasses)） ………………………………………………… ￥2400
4 杯分・猫型ボトル。お祝い・パーティーに最適！ボトルはお持ち帰
り頂けます。
（Cat shaped bottle. Good for parties or celebrations! The
bottle can be taken home.）

63. 完熟ナイアガラ・白（信州五一ワイン）
（Ripe Niagara White (Shinshu GOICHI Wine) (Equivalent to 3
Glasses)） ………………………………………………… ￥2100
完全に熟した信州塩尻産ぶどうを原料にした、酸化防止剤等の保存料
を一切使用しない自然で優しい味わい。フルーティでどなたにも飲み
やすくお勧めです！（Made from only fully ripe grapes from
Shinsyu-Shiojiri. Natural taste, No Presercative. We recommend this
fruity wine for everyone!）

64. ツェラー・シュワルツ・カッツ・プリカッツ・Q.b.A. 白
（Zeller Schwarze Katz Pri Katz Q.b.A. White(Equivalent to 2
Glasses)） ………………………………………………… ￥1200
ドイツモーゼル産白ワイン、やや甘口。ソフトな口当たりとすがすが
しい香り。ケーキとの相性良し。
（Mosel (German). Slightly sweet
white wine. Smoothness and crisp aroma. This wine matches cakes.）

ビール - Beer
65. レーベンブロイ（ドイツ）
（Lowenbrau (Germany)）￥700

黒猫茶房のブレンド珈琲・ストレート珈琲は美味しくお飲み

quality of cocoa by “Felchlin” Switzerland. This drink is for a chocolate

いただく為に低めの温度でお出ししておりますが、熱い珈琲

lover especially a grown-up! It is good as Iced chocolate drink as well.）

をお望みの方はその旨お申し付け下さい（We serve all

56. ミルク（温 or 冷）
（Milk (Hot or Iced)）Hot ¥550/Iced ¥580

blended and straight coﬀee is not super HOT that most

生乳 100% 使用したコクのある良質な無調整牛乳（カナダ産蜂蜜入り）

coﬀee shops provide, because you're simply not getting as

です。優しい甘さが幸せな気分に。※蜂蜜が苦手な方はお申し出下さい
（High quality of Raw milk used only with Canadian honey. This comfort
sweetness brings you happiness. ※Please let us know if you do not like

much ﬂavor out of your coﬀee if you reach for the cup too
quickly. Please ask if you want HOT one.）

honey.）
協力：

EXPERIENCE
SUGINAMI TOKYO

