
By ENLARGE

S.W.G Cafe Menu

Chinese Chicken Salad   

チャイニーズチキンサラダ

オリジナルジンジャードレッシングと

パリパリ食感が後を引く白菜がたっぷり200gも摂れるサラダ

Vegetable Qeema Curry

季節野菜のスパイスキーマカレー

スパイスを効かせ・さらにコクと深みのある

ピリッと辛い大人のカレーに仕上げました

ライス増量 FREE

Weekly
ウィークリー

週替わりのメニューお楽しみいただけます。

黒板・またはスタッフまで！※写真はSETの一例です。

大盛りFREE

Ricotta Soufre Pan Cake   

リコッタスフレパンケーキ

メレンゲを入れてふわっと

焼き上げたパンケーキに

キャラメリゼしたバナナと一緒に

味わい深い特製バタークリームを添えて。

Drink Menu

Grand Menu

Coffee 

ハンドドリップコーヒー

アイスコーヒー

カフェラテ

アイスカフェラッテ

ノンカフェインコーヒー

463 yen （ 税込 500 yen ）

371yen （ 税込 400 yen ）

556 yen （ 税込 600 yen）

556 yen （ 税込 600 yen）

371yen （ 税込 400 yen ）

Tea

紅茶（アールグレイ・アッサム

ダージリン各種）

アイスティー

ルイボスティー

マリアージュフレール

マルコポーロ（ポット）

371yen （ 税込 400 yen ）

371yen （ 税込 400 yen ）

371yen （ 税込 400 yen ）

649 yen （ 税込 700 yen ）

Soft Drink

100%オレンジジュース

100%アップルジュース

自家製ジンジャーエール

S.W.Gオリジナル酵素ジュース

サンペレグリノ500ml

278 yen （ 税込 300 yen ）

278 yen （ 税込 300 yen ）

463 yen （ 税込 500 yen ）

463 yen （ 税込 500 yen ）

371yen （ 税込 400 yen ）

Beer

コロナ

ブルームーン

ハートランド（ボトル）

スミノフ

ジーマ

Wine

赤ワイン（グラス）

白ワイン（グラス）

スパークリングワイン

＊ボトルはスタッフまで

556 yen （ 税込 600 yen）

556 yen （ 税込 600 yen）

649 yen （ 税込 700 yen）

556yen （ 税込 600 yen）

556yen （ 税込 600 yen）

Chamomile Marmalade

カモミール&ママレード

いぬい農園さんの

無農薬マーマレードジャム使用

カモミールの優しい香りと

オレンジの風味で癒され効果抜群！

美肌とリラックス効果で女性に人気。

Blue Berry Cardamon

ブルーベリー&カルダモン

カルダモンがブルーベリーの

酸味と良く合います。

消化促進・口臭予防に効果が

あると言われています。

食後におすすめ。

Fresh Grapefruit

Honey Squash

フレッシュグレープフルーツ

ハニースカッシュ

ハチミツと生絞りグレープ

フルーツの爽やかな

ハニースカッシュ。

Banana Shake

オリジナルバナナシェイク
シナモン風味

濃厚なのにサッパリとした

口あたり。お腹に嬉しいシェイクは

スタッフの隠れたあこがれ

甘さ控えめです

Coffee Shake

珈琲シェイク

コーヒーが美味しいエンラージカフェ

ならではのコーヒーシェイク

ぜひお試し下さい。

また飲みたくなります！

Hot Chocolate

ホットチョコレート

クーベルチュールチョコ
レートにオリジナルスパイスで
アクセント

Crème Caramel
クレームキャラメル

Gateau Chocolat
ガトーショコラ

Brulee cheesecake
ブリュレーチーズケーキ

Hot apple pie
ホットアップルパイ

Berry & Yogurt 
Shake

ベリー&ヨーグルト

甘酸っぱいブルーベリーと

爽やかなヨーグルトの酸味！

目が疲れている時にどうぞ。

Honey Spice Ginger
ハニースパイスジンジャー

自家製ジンジャーシロップに
有機栽培のはちみつを合わせた
心も温まるドリンクです

Parisのビストロレシピで作った濃厚な

プリン、ほろ苦くキャラメリゼした

ソースと一緒に…。

しっとり優しくの濃厚なガトーショコラ

チョコレートアイスクリームとどうぞ！

ベイクドレアに焼き上げたチーズケーキの表面を

こんがり焦がしてパリパリに！

カタラーナのようなアイスチーズケーキ

しっとりサクサク、温かいパイに

アイスクリームとキャラメルソースを

添えて

単品 834yen （税込 900yen）

単品 1019 yen （税込1100yen）

【 EVERYDAY 11:00am TO CLOSE 】

649 yen （ 税込 700 yen ）

649 yen （ 税込 700 yen ）

926 yen （ 税込 1000 yen ）

Dessert Menu

S.W.G. Original Drink

Hot Chai

オリジナルチャイ

フレッシュジンジャーと
スパイス香るオリジナルチャイ、
優しいテイストです。

こちらのマークの付いたドリンクは２杯目半額です💛

ABC ジュース

アップル・バナナ・キャロットの

MIXデトックスジュース、

ビタミンとミネラルの補給に。

463 yen （ 税込 500 yen ）

単品 834yen （税込 900yen）

単品 834yen （税込 900yen）

‘

単品 556yen （税込 600yen ） Drink Set 880yen （ 税込 950yen ）

S.W.Gカフェにようこそ！こだわりのハンドドリップコーヒーをどうぞ！

メニューは少ないですが、心を込めて一つ一つ丁寧に

手作りにこだわり、オリジナルドリンクやデザートを手作りしています。

カレーはエスプレッソとチョコレートで仕上げ、パンケーキのバタークリームも

実は手間暇かけた逸品。是非味わってみてください！寒い季節に酵素ジュースも

おススメです！65℃で、少し温めですが、酵素が活躍できる温度に

調節しています。ゆったりとした空間でどうぞごゆっくりとお寛ぎください。

リフォームのご相談も随時受け付けております。お気軽にどうぞ♪

S.W.G. Original Shake

556 yen （ 税込 600 yen）

S.W.G. Original Hot Drink

463 yen （ 税込 500 yen ）

556 yen （ 税込 600yen） 556 yen （ 税込 600yen） 556 yen （ 税込 600yen）

556 yen （ 税込 600 yen） 556 yen （ 税込 600 yen）

463 yen （ 税込 500 yen ） 463 yen （ 税込 500 yen ）


