
紅茶はポット（カップで２杯分）
サービスです。

HOT CAFE Original CofFfe

TEA

G R A N D M I R A G E  C A F E  M E N U

オリジナルブレンドコーヒー
グランドミラージュの
オリジナルホットドリンク

smoothie
冷んやり・爽やかな
トロピカルフルーツスムージー

PETIT DESSERT SELECTION

ショーケースに毎日 8 種類以上のこだわりスイーツをご用意しております。
御会計後、お好みのスイーツをお選びいただけます。

MIRAGE SAND
ミラージュサンド

プチデザートセレクション

アイスコーヒー
Iced Coffee

Darjeeling tea
ダージリンティー アールグレイティー

Earl gray tea

Mango smoothie
マンゴースムージー ピーチスムージー

Peach smoothie
野菜スムージー
Vegetable smoothies

Iced tea
アイスティー パラダイスティー

Paradise Tea

アイスカフェオレ
Ice cafe au lait

紅茶をベースに、
華やぐ香りの 4種の
ハーブをブレンド。
無糖フレーバーティー。

カフェオレ
Café au lait

その他多数準備しております。

 ¥ 455

 ¥ 455

 ¥ 455

パラダイスティー

新食感のミラージュサンドはもうお試しになりましたか？
パンを焦がしてバターとグラニュー糖で下焼きをすると生地はパリパリ、中はサクサク。
ギュッと詰まった具材とパンの食感が人気のメニューです。

グランドミラージュの心休まるカフェメニュー

タルタルフィッシュサンド
Hot sandwich with Tartar sauce, Fish & cole slaw

Tartar sauce, fish fly, coleslaw, grain mustard
自家製タルタル、フィッシュフライ、コールスロー、粒マスタード

2

グランドミラージュ
オリジナル

他にもソフトドリンク 40種類以上、アルコール 120 種類以上

¥ 637ALL

ALL ¥ 455

Caramel cinnamon macchiato

キャラメルシナモン
マキアート

Cream nut chocolate cino

クリームナッツ
チョコチーノ Honey Tealaté

ハニーティーラテ

Matcha Afagato
抹茶アッファガート

¥ 546 Green tea white ball latte
抹茶白玉ラテ

cappuccino
カプチーノ

Pineapple smoothie
パイナップルスムージー

passion fruit smoothie
パッションフルーツスムージー

Mixed Berry Smoothie
ミックスベリースムージー

・アルコール入りは全て728円+税で提供可能。
・野菜スムージーはアルコール＆プロテイン入り991円+税も選択可能。

ショート ¥ 455

レギュラー ¥ 546

ショート ¥ 455

レギュラー ¥ 546

ショート ¥ 455

レギュラー ¥ 546

ショート ¥ 455

レギュラー ¥ 546

ショート ¥ 455

レギュラー ¥ 546

全てのメニューはお持ち帰りできます。

ドリンクバー
＋ ¥ 200
提供時間 12時～ 17時

 ¥ 919 +税

 ¥ 919 +税

サーモン＆アボカドサンド
Hot sandwich with Avocado, salmon, onion

Avocado, salmon, onion, mustard
アボカド、サーモン、オニオン、粒マスタード

3  ¥ 882 +税

 ¥ 882 +税BLTサンド
Hot sandwich with bacon, tomatoes and lettuce

Bacon, lettuce, tomato, pickles, mustard
ベーコン、レタス、トマト、ピクルス、粒マスタード

4

ハムたまごサンド+フライドポテト付き

+フライドポテト付き

+フライドポテト付き

+フライドポテト付き

Hot sandwich with Ham, egg, lettuce

Ham, scrambled eggs, lettuce, pickles, mustard
ハム、スクランブルエッグ、レタス、ピクルス、粒マスタード

1

+税

+税

+税

+税

+税

+税

+税

+税

+税

+税

+税

+税

+税

+税 +税

+税

+税

品1
 ¥ 300 +税

品セット3
 ¥ 837 +税 ￥70 お得 !

品 + ドリンクバーセット3
 ¥ 928 +税 ￥190 お得 !

スペシャルブレンドヨーロピアンコーヒー
Special Blend European Coffee 

（180cc）ショート ¥ 455 +税 （たっぷり280cc）レギュラー ¥ 546 +税

（180cc）ショート ¥ 364 +税 （たっぷり280cc）レギュラー ¥ 455 +税

モカコーヒーをベースに香り、コク、酸味を絶妙なバランスに仕上げたヨーロピアンタイプの
深焙りブレンドです。　　【生豆生産国】エチオピア・コロンビア・イエメン他．．．

Blend Coffee 
ブレンドコーヒー

オススメセット

1

2

3

4

店内でお召し上がりの方へのお得なランチタイムサービスプラン
提供時間 :12 時～ 17時


