
Winter 2020-2021

FabCafe
MENU

¥ 1,480
(単品 ¥1,300)

毎年大人気、CHEESE STANDのブッラータサンドが登場。また、カカオのスペシャリストWHOSECACAO（フーズカカオ）と、料理家SEAGULL（シーガル）のコラボレーションにより、スペシャリ
ティカカオを、ドリンク、フード、スイーツで味わうスペシャルなラインナップが実現。

MESSAGE

BURRATA AND PROSCIUTTO
SANDWICH
ブッラータチーズと生ハムのサンドイッチ



COFFEE & TEA

OUR APPROACH  
TO COFFEE 
FabCafeの豆は全て、単一(シングル)の農場、生産者、品種や精製方法な
どの単位で一銘柄とした「シングルオリジン」のコーヒーを取り扱っていま
す。農作物としてのコーヒーはワインの世界のように土地の気候、土壌、人の
３要素によって構成されるテロワール/マイクロクライメット（微小気候）を表
現し、魅力のある風味特性を持っています。バリスタがあなたの気分や天候
に合った豆をおすすめしますので、気軽にお声がけください。

FabCafe’s coffee beans are all single origin specialty coffee. Single origin 
means the coffee has been sourced from one single crop, producer, or region 
within the same country. A traceable coffee means coffee drinkers can delight 
in knowing that the flavor they are tasting reflects the unique characteristics 
local to that coffee’s regional conditions. At FabCafe, we pride ourselves in 
serving our single origin coffee with intention and care.

ESPRESSO  HOT ICED
Espresso エスプレッソ  ¥ 400 -
Americano アメリカーノ  ¥ 440 ¥ 440
Espresso Soda エスプレッソソーダ  - ¥ 600
Cappucino カプチーノ  ¥ 440 -
Marshmallow Latte マシュマロラテ  ¥ 600 -
Cafe Latte  カフェラテ  ¥ 440 ¥ 440
Milky Latte ミルキーラテ  ¥ 400 ¥ 400
Honey Latte ハニーラテ  ¥ 440 ¥ 440

TEA  HOT ICED
Ginger Chai Latte ジンジャーチャイラテ  ¥ 580 -
White Milk Tea ホワイトミルクティー  ¥ 580 -
Earl Grey アールグレーティー  ¥ 470 ¥ 470
Organic Spring Jasmine   スプリングジャスミンティー  ¥ 470 -
Chamomile Citrus カモミールシトラスティー  ¥ 470 -
No charge for soy ミルクは、豆乳に無料で変更することもできます。

+ ¥ 100
  ADD ON MENU

□  スチームミルク □  はちみつ □  エスプレッソショット

   Steamed Milk       Honey      1 Shot Espresso

おすすめ 
Recommended

すべてお持ち帰りできます。
All are good for quick to go!

表示価格はすべて税抜きです。 
Prices do not include tax.

▶︎Chose beans, Ask Barista!
圧力をかけつつ短時間で抽出。すっきりしながらも、フレーバーや甘み、質感といった、

心地よさをしっかりと表現します。

COFFEE  HOT ICED 
Aeropress Coffee エアロプレスコーヒー  ¥ 600 ¥ 600

   HOT ICED 
Cold Brew 水出しコーヒー  - ¥ 550
Quick Cup クイックカップ  ¥ 450 ¥ 450
   - ¥ 500



CRAFT GIN   
Gin & Tonic  ジントニック      ¥ 800

SOFT DRINKS  HOT ICED
Homemade Lemonade       自家製レモネード  ¥ 560 ¥ 560
Ginger Ale         ジンジャエール  - ¥ 450
Orange Juice       オレンジジュース  - ¥ 400
Milk        ミルク  ¥ 350 ¥ 350
Perrier (330ml)        ペリエ  - ¥ 550
Plum and Lime Soda        梅とライムのスカッシュ  - ¥ 540

SMOOTHIES   
Pink       ピンク   ¥ 600
Hokkaido beets, Yamagata grapes,    北海道産ビーツ, 山形県産ぶどう,      
Nagano prunes, soymilk               長野県産プルーン, 豆乳   
Green       グリーン   ¥ 600
Kumamoto mustard spinach,          熊本県産小松菜, 長野県産りんご, 
Nagano apple, Kumamoto lemon     熊本県産レモン  

¥ 550 ¥ 480
エスプレッソのように、カカオをたのしむ。インドネシア・
エンレカン産のカカオを使用。フレッシュな酸味とフレ
ーバーはスペシャリティカカオにしか表現できない味
わいです。
Enjoy the cacao, like an espresso. Cacao from Enrecan, 
Indonesia is used. Fresh acidic flavor that can only be 
expressed in specialty cacao.drizzle.

カカオ本来の味を最大限に詰め込んだココアで
す。Whosecacaoのインドネシア・エンレカン産カカオを
使用。ミルクを足しながら味の変化を楽しめます。

This cocoa is made with Indonesian Enrekang cacao 
from Whosecacao. You can enjoy the soft change in 
flavor with adding milk.

ホットスムージーは野菜本来の味をシンプルに味わい
ながらも、体も心も温まる栄養満点のドリンクです。カ
ブ本来の優しい甘さをお楽しみください。

Hot smoothies are a nutritious drink that warms the 
body and soul while simply tasting the true taste of 
vegetables. Enjoy the gentle sweetness of turnips.

CRAFT BEER   
Please check for today’s craft beer selection.
Offering Japanese-made Lager, IPA, Pale Ale and more!
本日のクラフトビールをご覧ください。 日本各地の地ビール                         From 

（ラガー、 IPA, ペールエール）をご用意しています！         ¥1,000

DRINKS

- ¥ 100
    DISCOUNT

2杯目以降100円引きになります。
気になっていたドリンクを試しま
せんか？

After the first drink, all following 
drinks are ¥100 off. Get that followup 
smoothie, you deserve it.

おすすめ 
Recommended

CACAO SHOT
カカオ・ショット

SPECIALTY COCOA
スペシャリティココア

HOT TURNIP SMOOTHIE
カブのホットスムージー

¥ 490

すべてお持ち帰りできます。
All are good for quick to go!

表示価格はすべて税抜きです。 
Prices do not include tax.



FOOD

CHEESE STANDのブッラータチーズが入った贅沢サ
ンドイッチ。トロトロの生クリームが特徴のブッラータチ
ーズに生ハムとトマトの相性が抜群の一品。
A luxurious sandwich with CHEESE STAND Burrata 
cheese. Burrata cheese, which is distinguished by fresh 
cream, that goes well with prosciutto and tomatoes.

グリル野菜を楽しめるボリューム満点のサラダ。鶏肉と
ゆで卵でタンパク質をしっかり補えます。キャロットオニ
オンドレッシングと一緒にお楽しみください。
A hearty salad where you can enjoy grilled vegetables. 
The protein is well supplemented with chicken and 
boiled eggs. With enjoyment of a carrot onion dressing.

BURRATA AND
PROSCIUTTO
SANDWICH
ブッラータチーズと
生ハムのサンドイッチ

FABCAFE COBB SALAD
FABCAFEコブサラダ

デミグラスソースにフーズカカオのチョコレートが隠し味
に使用しコクのあるソースとじっくり煮込んだ若鶏とグリ
ル野菜が楽しめるボリューム満点のご飯プレート。
A hearty rice plate with demiglace sauce and Whosecacao 
chocolate as a secret ingredient, that allows for the enjoy-
ment of a rich sauce and carefully simmered chicken and 
grilled vegetables.

甘いトロトロのカボチャとピリッと辛いサルサソースの相
性が抜群のブリトー。片手でサクッと食べれるので 作業
のお供にオススメ◎
The sweet, pumpkin and chili sauce makes a great pairing! 
You can eat this burrito with one hand, so it’s great for peo-
ple working while eating.

¥ 1,080
(単品 ¥900)

¥ 640
(単品 ¥460)

柔らかくジューシーなサーモンを濃厚バジルクリームと一
緒に焼き上げました。バター香るターメリックライスと一緒
にお召し上がりください。
Soft and juicy salmon baked with thick basil cream. Serve 
with buttery turmeric rice.

カリっとトーストしたシリアルブレットに自家製ホワイトソー
スととろーりチーズがかかったクロックムッシュ。小腹が空
いた時に手軽に食べられる一品。
Croque Monsieur is a crispy toasted cereal bread with a 
homemade white sauce and melted cheese. A satisying dish 
to eat when you’re just a little hungry.

CHICKEN STEWED
IN RED WINE
若鶏の赤ワイン煮込み

CHILI PUMPKIN 
BURRITO
チリパンプキンブリトー

ROASTED SALMON
WITH BASIL CREAM
サーモンのバジルクリームロースト

CROQUE MONSIEUR
クロックムッシュ

¥ 1,140
(単品 ¥960)

¥ 540
(単品 ¥360)

    CHOOSE A DRINK 選べるドリンク

Specialty Coffee (Hot or Iced)  
スペシャリティコーヒー (ホット・アイス） 

Cafe Latte (Hot or Iced)  add ¥50 
カフェラテ (ホット・アイス） +¥50 

Tea (Hot or Iced)  
ティー（ホット・アイス） 

Orange Juice 
オレンジジュース 

Ginger Ale 
ジンジャーエール 

¥1,480
(単品 1,300)

¥1,080
(単品 ¥900)

Food sets come with your choice of drink.
ドリンクとのセット価格です。



SWEETS

富ヶ谷にあるポルトガル菓子店「ナタ・デ・クリスチアノ」の人
気商品を当店でも楽しめます。パイ生地のなかにとろ
りと優しい甘さのカスタードが入ったタルト。
A silky custard tart with a buttery flakey crust. Great 
with a cold brew coffee.

Whosecacaoのインドネシア・エンレカン産カカオを使
用。低温で焼き上げた、濃厚で口溶けの良いテリーヌで
す。グルテンフリー。
Whosecacao’s cacao from Enrecan, Indonesia is used. 
This Chocolate Terrine is silky, smooth and fudgy. For 
chocolate lovers try this indulgent Chocolate terrine, 
simple to make yet so delicious.Gluten free.

Srecette (エスルセット)
都内2店舗のパティスリーでパティシエとして勤務後、2012年からFabCafeに携わる。
季節のマカロンのほか、季節ごとに「Fabパフェ」も提供。パフェを1つの表現として、試
作、撮影、仕込み、当日の組み立てまで一貫して行っている。

オープン以来、FabCafeを代表するスイーツとして大人気のマカロン。専属パティシエのSrecetteが、季節に応
じて様々なフレーバーのマカロンを作っています。

SEASONAL
MACARON
季節のマカロン

EGG TART
エッグタルト

¥ 380

¥ 240

¥ 350

 SWEETS
SET

ドリンクとスイーツの
ご注文で通常価格から
¥100 OFF!

If you purchase a sweet and 
any drink together, you can 
receive a −¥100 discount!

インドネシア・エンレカン産のカカオニブのほろ苦さが癖に
なる、ざくざく食感のクッキー。白砂糖、乳製品、卵不使用、グル
テンフリーの、いつでもそばに置きたいクッキーです。
The bittersweet taste of cacao nibs is super flavoriful 
with a chunky texture. Dairy-free, egg-free and glu-
ten-free.

¥ 280

Please ask for current flavor offerings.
味の種類はスタッフにお尋ねください

ENREKANG CHOCOLAT 
TERRINE
エンレカン・ショコラテリーヌ 

ORGANIC CACAO NIBS 
OATMEAL COOKIE
カカオニブオートミールクッキー

すべてお持ち帰りできます。
All are good for quick to go!

表示価格はすべて税抜きです。 
Prices do not include tax.


