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上からストロベリーアイスク
リーム、フレッシュ、丸ごと凍ら
せた削りイチゴ、ジャム。イチ
ゴを楽しみ尽くす、イチゴづく
しのパフェです。甘いジャムか
らやや酸味の効いた削りイチ
ゴまで、いろいろ少しずつ味わ
えるので味覚を飽きさせませ
ん。生クリームとフレークが混
ざるように全体を崩して食べ
るのがおすすめです。

869円（税込）
※仕入れ状況により品種が
変更となる場合がございます。

イチゴだらけ
パフェ

熊本産のイチゴ「ゆうべに」を
たっぷり乗せたタルトが登場！
カスタードの上には新緑を感
じさせるピスタチオ。生地には
アーモンドが練り込まれてい

酸でりぶ大は」にべうゆ「  。すま
味は控えめ、ほどよい甘さで
瑞々しい食感。ひときわ鮮や
かな紅色で華やかな気分も味
わえる春のスイーツです。

おすすめ
ドリンク

ビコーズ アイム
シャルドネ
カリフォルニア

カリフォルニア産
白ワイン

グラス 682円（税込）
ボトル 3,300円（税込）
酸味が少なく飲みやすい。

フルーティな香りがバニラ風味に
よく合います。

南阿蘇
オーガニック

レモングラスティー

ハーブティー

660円（税込）
イチゴの酸味と

レモングラスは好相性。
さっぱりと味わえます。

おすすめ
ドリンク

旬のイチゴタルト

698円（税込）
※仕入れ状況により品種が
変更となる場合がございます。
※TAKE OUT可 

甘さと酸味が
絶妙なバランス！

熊本産イチゴで飾った
季節のタルト

イチゴ味の
オンパレード！
あなたは

どのイチゴが好き？

Photo/Kuribayashi Shigeki(p16-17),Natori Kazuhisa(p18), Styling/Joh Motoho 1617
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