
Spring 2021

FabCafe
MENU

心地よい陽気が気持ちの良い春になりました。FabCafeで過ごすカフェタイムを、いつもよ
りちょっぴり豊かな時間に。五感で楽しめるフードと、春を感じる爽やかなシーズナルドリ
ンクをご用意しました。ご予約やテイクアウトもできます。

MESSAGE
Spring has come! Let’s make the cafe time you spend at FabCafe a little richer than usual with 
various dishes that you can enjoy with all your senses and refreshing seasonal drinks that feel 
like spring. Reservations and takeout are also available.

*イチゴスムージーは4月より販売



COFFEE  HOT ICED 
Drip Coffee ドリップコーヒー	 ¥ 500 ¥ 500
 	 - ¥ 550
Cold Brew 水出しコーヒー	 - ¥ 610
Decaf デカフェ	 ¥ 530 ¥ 530

Aeropress Coffee エアロプレスコーヒー	 ¥ 660 ¥ 660

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 cof-
fee with intention and care.

ESPRESSO  HOT ICED
Espresso エスプレッソ	 ¥ 440 -
Americano アメリカーノ	 ¥ 490 ¥ 490
Espresso Soda エスプレッソソーダ	 - ¥ 660
Marshmallow Latte マシュマロラテ	 ¥ 660 -
Cappucino カプチーノ	 ¥ 490 -
Cafe Latte  カフェラテ	 ¥ 490 ¥ 490
Milky Latte ミルキーラテ	 ¥ 440 ¥ 440
Honey Latte ハニーラテ	 ¥ 490 ¥ 490

TEA  HOT ICED
Ginger Chai Latte ジンジャーチャイラテ	 ¥ 640 -
White Milk Tea ホワイトミルクティー	 ¥ 640 -
Earl Grey アールグレーティー	 ¥ 520 ¥ 520
Organic Spring Jasmine 	 スプリングジャスミンティー	 ¥ 520 -
Chamomile Citrus カモミールシトラスティー	 ¥ 520 -
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

+ ¥ 110
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込価格(+10%)です。	
Prices include 10% sales tax.

At FabCafe, we curate a rotating coffee menu with Japanese specialty 
coffee roasters. Please select your Aeropress coffee beans.
エアロプレスで圧力をかけつつ、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、豆の持つ心地よさをしっかりと表現します。



表示価格はすべて税込価格(+10%)です。	
Prices include 10% sales tax.

CRAFT GIN   
Gin & Tonic  ジントニック	 	 	 ¥ 880

SOFT DRINKS  HOT ICED
Specialty cocoa       スペシャリティココア	 ¥ 610 ¥ 610
Homemade Lemonade       自家製レモネード	 ¥ 610 ¥ 610
Ginger Ale	 							ジンジャエール	 - ¥ 500
Orange Juice       オレンジジュース	 - ¥ 440
Milk        ミルク	 ¥ 390 ¥ 390
Perrier (330ml)        ペリエ	 - ¥ 610

SMOOTHIES   
Pink       ピンク	  ¥ 660
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	  ¥ 660
Seasonal green leaves, Nagano       季節の葉野菜,	長野県産りんご,	
apple, Kumamoto lemon                  熊本県産レモン	 	

¥ 800 ¥ 800
⽇本古来の植物である、檜、⿊⽂字、柿の葉などの
アロマを抽出し、⼭椒や紫蘇、柑橘等スッキリした
天然のハーブとフルーツを使用。内に集中力を溜め
る唯一無二のエナジードリンクです。

TANDEN uses aromas from ancient Japanese plants such as 
Japanese Cypress, Black Oak, Persimmon Leaf, Japanese 
Pepper, Shiso, and Citrus. 

熊本産からたちブランドの季節の無農薬柑橘と有機
アールグレイティーをミックスした、香り高いフロー
ズンスムージー。甘皮までまるごと美味しくいただ
ける一杯です。

A fragrant, sweet and sour springtime frozen organic Earl 
Gray smoothie with seasonal, pesticide-free citrus fruits 
from the Kumamoto Karatachi brand.

フレッシュなイチゴがたっぷり、春の味が口いっぱい
に広がる、贅沢な甘酸っぱいスムージー。一杯で一⽇
分のビタミンCが摂取でき、紫外線の気になる季節に
もおすすめです。

This luxurious smoothie is full of fresh strawberries, filling 
your mouth with the taste of spring. One smoothie provides 
enough vitamin C for the whole day!

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。
After the first drink, all following 
drinks are ¥100 off. 

おすすめ	
Recommended

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

CRAFT ENERGY DRINK 
-TANDEN- 
クラフトエナジードリンク	-丹田-

CITRUS TEA 
SMOOTHIE
シトラスティースムージー

STRAWBERRY 
SMOOTHIE  
イチゴスムージー

¥ 800



FOOD

シャキシャキ野菜と、バーベキュー味の自家製プルド
ポークが楽しめるブリトー。小腹が空いた時や、作業
のお供にどうぞ。

Burrito with crispy vegetables and homemade pulled pork with 
barbecue flavor. Enjoy it when you get hungry or as an accompa-
niment to your work.

GINGER PULLED 
PORK BURRITO
ジンジャープルドポークブリトー

ハーブ香るミルフィーユカツをチーズと一緒に、食べ
やすく一口サイズで仕上げました。さっぱりとしたフ
レッシュトマトソースとお楽しみください。

Herb-scented mille-feuille pork cutlet with cheese in an easy-
to-eat bite-sized package. The cutlet is complimented by re-
freshing fresh tomato sauce.

PORK CHEESE CUTLET
ポークチーズカツレツ

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。ハーブ香るペッパーライス
とお召し上がりください。

Tender and juicy salmon baked with a rich basil cream. 
Served with herb-scented pepper rice.

FABCAFE PLATES

野菜もお肉も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、旬の柑橘でビタミンも補えま
す。旬の食材で春を感じる一皿です。

A hearty salad with chicken, boiled egg, and seasonal citrus 
fruits. This is a dish that feels like spring with seasonal 
ingredients.

カリッとトーストしたチャバタに、柔らかい春キャ
ベツと合鴨のパストラミを合わせたサンドイッチ。
食べやすいサイズで、女性にオススメです。

A sandwich of crispy toasted ciabatta, tender spring cabbage 
and duck pastrami. The size is easy to eat!

DUCK AND SPRING-
CABBAGE SANDWICH
合鴨と春キャベツのコールスローサンド

甘ずっぱい苺と濃厚マスカルポーネクリームを甘い
コクのあるクロパンで挟んだ、贅沢サンドイッチ。夕方
のおやつにいかがですか。

A luxurious sandwich of sweet and sour strawberries and rich 
mascarpone cream sandwiched between sweet, rich crusty 
bread. 

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

FABCAFE COBB SALAD
FabCafe	コブサラダ

STRAWBERRY AND MASCAR-
PONE CREAM SANDWICH
苺とマスカルポーネクリームサンド

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	

Speciality 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) +¥50
カフェラテ	(ホット・アイス）+50円

¥ 1,320
(単品	¥ 1,100)

¥ 770
(単品	¥ 550)

¥ 1,430
(単品	¥ 1,210)

¥ 800
(単品	¥ 580)

¥ 1,320
(単品	¥ 1,100)

¥ 1,080
(単品	¥ 860)

CHOOSE A DRINK　選べるドリンク



表示価格はすべて税込価格(+10%)です。	
Prices include 10% sales tax.

SWEETS

富ヶ谷にある「ナタ・デ・クリスチアノ」の大人
気エッグタルト。サクサクの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・エンレカン産のスペシ
ャリティカカオとカカオニブを散りばめた、芳醇なフ
レーバーのガトーショコラです。

Whosecacao’s cacao from Enrecan, Indonesia is used for this 
Chocolate Terrine. Silky, smooth and fudgy, chocolate lovers 
should try this indulgent chocolate terrine. Made simply, 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。

SPECIALTY 
GÂTEAU AU CHOCOLAT
スペシャリティ・ガトーショコラ	

SEASONAL
MACARON
季節のマカロン

EGG TART
エッグタルト

¥ 530

¥ 270

¥ 390

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。

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

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

インドネシア・エンレカン産のスペシャリティカカオ
ニブ入り。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。

Specialty cacao nibs from Enlekan, Indonesia. White sugar, 
dairy-free, egg-free and gluten-free, you’re going to want to 
keep these cookies around!

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

¥ 310



ASK A FAB STAFF 
店内には様々なデジタルものづくりマシンが
あります。

店内中央の赤いレーザーカッターの隣が「Fabカウ
ンター」です。ものづくりのエキスパートであるFab
スタッフがいます。「何をつくろう？」「どうやって作
ろう？」と迷ったら、まずはFabスタッフに相談しま
しょう。

Fabスタッフは学生もいますし、プロのアーティスト
もいます。作業の合間を縫っての相談になります
が、作りたいものがあったら気軽に声をかけてくだ
さい。Fabスタッフと話して、アイデアが固まったら
マシンを予約しましょう。

FAB

COMMUNITIES 
FabCafeは、コーヒーを楽しみながら様々なモノづくり
ができる場所。また、最先端のクリエイティブコミュニ

ティが集まる場所でもあります。

ここには様々な分野...建築、ファッション、バイオテクノ

ロジー、ドローン、ロボティクス、...のクリエイターが集

まり、日々のイベントやワークショップを通じて、新た

な知識を学び、誰も見たことがないモノを作り出すた

めの好奇心が集まっています。

コミュニティはどれも開かれたもので、誰でも参加す

ることができます。まずはイベントを覗きに来て、コミュ

ニティに参加してみてください。

HAVE AN EVENT 
WITH US!
イベントやパーティーをFabCafeで行いませんか。

個人・企業に関わらず、貸切イベントやパーティーの会場と

して、FabCafe(1F,2F)をご利用いただくことが可能です。3D
プリンターやレーザーカッターを使用したものづくり体験

や、キッチン設備、プロジェクターや音響設備も充実してい

ます。年間200本以上のイベントを開催するスタッフがご要
望に合わせてご相談に乗ります。

FOR 
INQUIRYS
問い合わせ

レーザーカッター
素材をデータ通りに
切断したり、削ったりする
ことができます。

UV プリンター
平面的な素材であれば、
フルカラーで素材にプリント
することができます。

FabCafeの2Fはコワーキングスペースになっています。
ここには3Dプリンターや刺繍ミシン等の大型の機械、
また木工作業用の様々な工具が置いてあります。	
コミュニティが集まりイベントができるスペースも
あります。アイデアがあり、何かを作りたい方なら
誰でもウェルカム。模型を広げながらマシンを使っ
たり、プロトタイプを広げたり。2Fをご利用希望の方
は、スタッフまでお声がけください。見学も可能です。

店内のマシンは誰でも予約できます。当日の予約状
況はスタッフまでお尋ねください。
自分でデータを作って持ち込みむ場合は、Webサイ
トより予約してください。予約が空いていれば当日
でも使用できます。データがなくても、その場で写真
を使ったり、素材を決めるだけで作ることができる
メニューもご用意しています。

FACILITIES


