
Ginger beer from Hokkaido�������������������������������������������1,000
北海道産 ジンジャービアー

Guava juice ������������������������������������������������������������������������������750
グァバジュース

Fresh orange juice �����������������������������������������������������������������900
フレッシュオレンジジュース

Breakfast Drink Menu

Non-Alcohol Cocktails

Healthy Fermented Drinks

Smoothie & Others

Oat milk ��������������������������������������������������������������������������������������900
オーツミルク

Rose martini �����������������������������������������������������������������������1,250
(Rose water, raspberry, lemon juice, fresh rose)
ローズマティーニ

Kombucha ��������������������������������������������������������������������������������900
コンブチャ

Kombucha～ Shiso～ ��������������������������������������������������������900
コンブチャ　～紫蘇～

Bloody mary������������������������������������������������������������������������1,000
(Tomato juice, mix spice, lemon juice, olive)
ヴァージンブラッディマリー

Espresso tonic �������������������������������������������������������������������������980
(Homemade espresso syrup, elder f lower tonic, soda, orange peel)
エスプレッソトニック

Breakfast fruit power smoothie ������������������������������������900
�-Banana, strawberry, orange, yogurt, honey-
ブレックファーストフルーツパワースムージー



BREAKFAST
Make your own breakfast : Add to your plate
お選びのプレートにトッピングを追加できます

Avocado 350/Midi tomato 200/Sausage 400/Bacon 400/Salmon trout 500
アボカド 350 /トマト 200 /ソーセージ 400 /ベーコン 400 /トラウトサーモン 500

Today's soup........................................................................................... 650
本日のスープ

Seasonal fruits and baby lettuce salad with avocado, prosciutto and granola..... 1,500
季節のフレッシュフルーツ アボカド プロシュート グラノーラのサラダ

Homemade granola, fresh fruit, honey and yogurt ............................... 1,000
ホームメイドグラノーラ フレッシュフルーツ 蜂蜜 ヨーグルト

Brown rice breakfast bowl with boiled egg, tofu, eggplant, .................. 1,650
yellow beets, zucchini and shoyu tahini dressing
ボイルドエッグ ナス イエロービーツ ズッキーニ 厚揚げの
ブラウンライスボウル 和風タヒニドレッシング

Spinach and kale omelet with mozzarella cheese, ................................. 1,650
roasted tomato and waffle potatoes
ケールとほうれん草のグリーンオムレツ ワッフルポテトとトマトコンフィ

Two eggs, fried or scrambled with Portuguese sausage and chiitake hash ... 1,650
ポルトガルソーセージとちいたけのハッシュ 
フライドエッグ orスクランブルエッグ

Smoked salmon and scrambled eggs on a bialy ..................................... 1,700
with tomatoes, chevre cream and dill
スモークサーモン シェーブルクリーム スクランブルエッグのビアリーサンド

PANCAKE

IVY big breakfast combo plate with pancakes, Two eggs, .................... 1,980
fried or scrambled , sausage, bacon and seasonal vegetables
アイヴィーブレックファストパンケーキコンボプレート　　　　　　　　　　
～ソーセージ ベーコン フライドエッグ or スクランブルエッグ～

Classic buttermilk pancakes 　* Choice of maple syrup or honey ............ 1,400
クラシックバターミルクパンケーキ　メープルシロップ or 蜂蜜   

Toppings : Fresh cream フレッシュクリーム　330 
                 Fresh fruits   フレッシュフルーツ　430

Toasted bread with homemade jam and whipped butter .....................all 500
トーストブレッド　クラフトジャムとホイップバター

Brioche ブリオッシュ Pullman bread   食パン
Whole wheat ウィートブレッド New York rye    NYライブレッド
Gluten free bread   グルテンフリーブレッド

* Our food is not made in a 100% gluten free environment and we make no guarantees
   regarding the gluten content of these items
*グルテンフリーブレッドは小麦粉を含む製品と同じラインで製造しています

Coffee or tea with breakfast: All +350
Hot coffee (Free refill), espresso, cafe latte or tea

朝食メニューをご注文のお客様はドリンク＋350
ホットコーヒー（おかわり自由）、エスプレッソ、カフェラテ、または紅茶



DRINKS
COFFEE

Blend coffeeブレンドコーヒー .............................................Hot / Iced  650

Seasonal single origin coffee シングルオリジンコーヒー ........................... 750

Cold brew coffee (Summer Time Only) コールドブリューコーヒー ........ 750

Decaf coffee デカフェコーヒー ................................................................ 650

Espresso エスプレッソ ............................................................................. 650

Café latteカフェラテ ............................................................Hot / Iced  750

Matcha latte抹茶ラテ ...........................................................Hot / Iced  750
* Change to Oat Milk for +100
*上記メニューに +100でミルクをオーツミルクに変更できます

 TEA

Earl greyアールグレイ ............................................................................ 700

Darjeelingダージリン ............................................................................. 700

Chamomile citrusカモミール シトラス ................................................... 700

African rooibos nectarアフリカン ルイボス ネクター............................... 700

Iced mint green teaアイス ミントグリーンティー .................................... 700

Ginger peach iced teaジンジャー ピーチ アイスティー ............................ 650

SOFT DRINKS

Kombucha～ Shiso～  コンブチャ～紫蘇～ ........................................... 900

White peach juice from NAGANO長野県産 白桃ジュース .................... 750

Tangerine juice from EHIME 不知火 100%みかんジュース .................... 850

Guava juice グアバジュース .................................................................... 750

Tomato juice トマトジュース.................................................................. 700

Mineral water (Sparkling/Natural)750ｍl .................................................. 900
ミネラルウォーター  スパークリング /ナチュラル

SMOOTHIES

Breakfast fruit power .......................................................................... 900
 -Banana, strawberry, orange, yogurt, honey-
ブレックファースト フルーツ パワー　　
~バナナ、イチゴ、オレンジ、ヨーグルト、ハチミツ ~

Acai and pineapple tropical smoothie with homemade granola ....... 900
 -Acai , pineapple , strawberry , homemade granola -
アサイーとパイナップルのトロピカルスムージー
～アサイー , パイナップル , ストロベリー , 自家製グラノーラ～

by NOZY COFFEE


