
Summer 2022

FabCafe
MENU

FABCAFEの夏メニューはシングルオリジンコーヒーで作るエスプレッソミルクシェイクや
自家製のライムシロップを使ったシャーリーモヒートをご用意。フードはトマトの酸味を生
かした自家製ヴィーガンカレーや、夏野菜の冷製ポタージュなど、疲れた体に寄り添える 
栄養満点なメニューをお楽しみください。

FabCafe’s summer menu features espresso milkshakes made with single origin coffee 
and Shirley mojitos with homemade lime syrup. As for food, enjoy our vegan curry 
with homemade tomato sauce and spices, cold summer vegetable potages, and other 
nourishing dishes that will satisfy your needs throughout the day.

MESSAGE



COFFEE & TEA

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
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                 ¥ 700        ¥ 700
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 -

+ OPTINS 
・Soy Milk ¥50
・Oat Milk ¥100
・Honey ¥110
・Add Espresso ¥110

ソイミルク変更 ¥50
オーツミルク変更 ¥100
はちみつ追加 ¥110
エスプレッソショット追加 ¥110

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 re-
gion 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.

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。

Recommended

COFFEE  HOT ICED 
Quick Brew クイックブリュー ¥ 500 ¥ 500
Cold Brew 水出しコーヒー - ¥ 610

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

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.



DRINKS

抽出したてのエスプレッソを加えたシェイク。香りと食感のアクセントにカカオニ
ブをトッピング。
A coffee milk-shake with freshly brewed espresso, topped with cacao nibs for aroma and 
texture.

ライムの酵素シロップにフレッシュライムとミント、ソーダを合わせた清涼感ある
ノンアルコールモヒート。
A cool, non-alcoholic mojito made with lime enzyme syrup, fresh lime, mint and soda.

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

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

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

Recommended

¥700¥ 700シャーリーモヒート
SHIRLEY MOJITO

エスプレッソミルクシェイク
ESPRESSO MILK SHAKE

SMOOTHIES   
Pink       ピンク  ¥ 660
Hokkaido beets, Yamagata grapes,    北海道産ビーツ,	山形県産ぶどう,		 	 	
Seasonal fruit, soymilk                        季節のフルーツ,	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  

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

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



FOOD

十六穀米に自家製ピリ辛プルコギとサワークリームがの
ったオーバーライス。
Homemade spicy bulgogi over multigrained rice with sour 
cream on top.

フレッシュディルが香るツナメルトとレッドオニオン、チェ
ダーチーズを挟んだホットサンド。
Grilled sandwich with fresh dill-scented tuna melt, red onion 
and cheddar cheese.

肉厚なローストサーモンと特製アボカドクリームチーズ
ソースがたっぷり入ったバゲットサンド。
Baguette sandwich with meaty roasted salmon and home-
made avocado cream cheese sauce.

コーンの甘みを活かしたミルクベースのコーンポタージ
ュ。砂糖不使用。
A potage simply made with milk and the sweetness of corn, 
without the use of sugar.

5種の季節野菜、低温調理した鶏胸肉、グレープフルー
ツがのった栄養満点のコブサラダ
Nutritious cobb salad with five seasonal vegetables, low-tem-
perature cooked chicken breast, and grapefruit.

チャツネの甘みとスパイスを感じるトマトベースの自家
製ヴィーガンカレー
Homemade tomato-based vegan curry with the sweetness 
and spice of chutney.

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

SET DRINK 

¥ 1,100

¥ 760 ¥ 700¥ 1,100

¥ 1,100¥ 1,100プルコギオーバーライス
BULGOGI OVER RICE

RICE PLATE

SANDWICH

SALAD

SOUP

FabCafe コブサラダ
FABCAFE COBB SALAD

夏野菜のトマトベジカレー
VEGETABLE TOMATO CURRY WITH 
SUMMER VEGETABLES

DRINK SET ¥1,320

ツナメルトホットサンド
TUNA MELT GRILLED SANDWICH DRINK SET ¥980 DRINK SET ¥920

サーモンアボカドクリーム
チーズサンド
SALMON AVOCADO CREAM 
CHEESE SANDWICH

冷製コーンポタージュと
自家製スコーン
CHILLED CORN POTAGE  WITH 
HOMEMADE SCONES 

DRINK SET ¥1,320

DRINK SET ¥1,320DRINK SET ¥1,320



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

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

SWEETS

¥ 320 ¥ 350

パティシエのSrecetteが作る、FabCafeを代表するスイ
ーツとして人気のマカロン。季節のフレーバーをお選び
いただけます。
Macaroons, made by pastry chef Srecette, are popular as 
FabCafe’s signature sweets. You can choose from a variety 
of seasonal flavors.

冷凍のまま食べるFabCafe飛騨名物の冷やしカヌレ。飛
騨、牧成舎の牛乳を使用した濃厚な味わいが特徴です。

FabCafe Hida’s specialty chilled canele is made to be eaten 
frozen. It features a rich flavor made with milk from Boku-
seisha.

- DISCOUNT 

・100 yen discount for orders with a drink   ドリンクと一緒のご注文で100円引き

Sresette マカロン
Srecette macaron

FabCafe飛騨の冷やしカヌレ
FABCAFE HIDA’S CHILLED CANELE


