
Prices are inclusive of taxes and subject to a 15% service charge. 

料金には消費税が含まれております。なお、15%のサービス料が加算されます。 

Food allergies and food intolerance.We welcome inquiries from customers who wish to know whether any meals contain particular ingredients. 

当レストランで提供する料理の原材料についてのご質問は、スタッフへお尋ねください。 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afternoon Chocolate Fair 
Our pastry chef scouted the best quality cacao blends to create a luxurious chocolate experience for you. Try our fondue set in combination 

with seasonal fresh fruits, sweets and savories from our buffet, and home-made chocolate drinks from our skilled baristas. 

オーセンティックバー「ザ・バー」とコラボレーションしたアフタヌーン・ショコラフェアー。上質なカカオを使用したシグネチャースイーツ 

「ショコラ・フォンデュ」が期間限定でパワーアップ。豊富なバリエーションで食べ出したら止まらない「カカオで感じる幸せな時間」をお過ごしください。 

Afternoon Chocolate Set アフタヌーンショコラセット 

￥3,900 

Choose your Fondue お好みのショコラ・フォンデュを下記から１種類お選びください。 

Classic 70% 

クラシック７０ 

Classic 64% 

クラシック６４ 
Classic white 

クラシック・ホワイト 

Fruits & Sweets,  Savories Buffet フルーツ&スイーツブッフェ 

Fresh fruits 

フルーツセレクション 

Cream puff 

シュークリーム 
Waffle 

ワッフル 

Financier 

フィナンシェ 

Banana pound cake 

バナナのパウンドケーキ 
Seasonal croissant 

季節のクロワッサン 
Savories 

セイボリー 
Marshmallow 

マシュマロ 

Mini ice-cream cone 

ミニコーン 
Grapefruit brownie 

グレープフルーツブラウニー 
 

 

Choose your drink お好みのドリンクを下記からお選びください。 

Choose one of our barista original chocolate drinks or from our selection of TWG teas and coffee 

ご一緒に【カカオ・スペシャリティー】と【ドリンクメニュー】からそれぞれ 1 種類ずつお選びください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cacao Specialities カカオ・スペシャリティー 

【Classic】 

Classic 70%  

クラシック７０                      (深い苦みと香りの頂点) 

 

Classic 64% 

クラシック６４                         (華やかで柔らかな酸味) 

 

Classic White 

クラシック・ホワイト                (バニラの繊細な香り) 

 

Classic Orelys 

クラシック・オレリ                  (黒糖の豊かな味わい) 

 

Drink Menu ドリンクメニュー 

【 Coffee 】 

Gran Verde (DALLMAYR) 

グラン・ヴェルデ オーガニックコーヒー 

+¥ 100 

【 Espresso 】 

Espresso 

エスプレッソ 

Short Macchiato 

マキアート 

Cappuccino 

カプチーノ 

Café Latte 

カフェ ラテ 

【 TWG Fine Teas 】 

Beppu Original Blend 

別府オリジナルブレンド 

Billet Doux 

ビエ ドゥー 

French Earl Grey 

フレンチアールグレイ 

Moroccan Mint 

モロッカンミント 

Vanilla Bourbon 

ヴァニラブルボン 

Go Deluxe デラックスアップグレード 

With a small upcharge, go deluxe and upgrade your drink  

from 【Classic】 to 【Modern】or choose any other of our upgrade options. 

別途追加料金にて、プランに含まれる【クラシックスタイル】を 

下記の【モダンスタイル】にアップグレードが可能でございます。 
 

ショコラカフェ・カカオが希求する香りや食感、バランスの調和をアレンジ

した現代風スタイル。カカオの魅力溢れる味わいをお楽しみください。 

【Modern】 

Exotic (Classic 70%+Star Anise+Cinnamon) 

エキゾチック           (クラシック７０とスパイスの出会い) 

+¥ 500 

Nougatine (Classic 64%+Nuts+Fresh Cream+Cacao) 

ヌガティーヌ                 (クラシック６４とアーモンドの出会い) 

+¥ 500 

Japonica (Classic White and Orelys+Fresh Cream+Matcha) 

ジャポニカ                                  (黒糖の豊かな味わいと抹茶の出会い) 

+¥ 500 

【 Signature Drink 】 

Cacao Affogato(Classic 64%+Vanilla Ice Cream +Espresso Shot) 

カカオ・アフォガード 

+¥ 700 

Personalize your drink カスタマイズ 

【 Change Your Milk 】 

Soy Milk    豆乳 +¥ 80 

Almond Milk アーモンドミルク +¥ 80 

【 Additional Liquor 】 

Cognac 20ml  コニャック +¥ 500 

Whisky 20ml  ウイスキー +¥ 500 

Calvados 20ml  カルバドス +¥ 500 


