
は じ まり は 、１ 軒 のレ ストラン で し た。
１９７４年、銀座にオープンしたレストラン －トキノ－、この場所こそが SONOKOの起源です。

愛する家族のカラダを想うことをきっかけに、栄養学・生化学を徹底的に研究した創業者・鈴木その子。

彼女はカラダに負担をかけないことを第一に、独自の食事理論を確立しました。

やがてレストランでは日本初となる、無添加・ノンオイル調理食品の提供がはじまりました。

SONOKOは、創業時から変わることなく今も、健康に美しく生きようとするすべての人を応援しています。

ノンオイル調理

カラダに必要な油は、食材の中に十分含まれています。だからSONOKOは、調理法の
研究を重ね、味に妥協することなく、すべての食品をノンオイルで調理しています。

食品添加物不使用

人工的につくられたものは人間のカラダに不自然です。SONOKOは、創業時から変わ
ることなく、保存料・化学調味料・合成着色料など、不要な添加物の使用を避けています。

こだわり素材

生産者のこだわりと想いは、味に出ます。SONOKOが使用するのは、独自の基準で選び
抜いた素材だけ。だから全国の生産者を訪ね、生産方法までしっかりと確認しています。

SONOKOのこだわり



Avocado & Ham
アボカド＆ハム
卵, 乳, 小麦
シナモンフレンチトースト／アボカド／
ハム／マッシュポテト／プチトマト／ナッツ
￥1,280

Matcha & Azuki Bean
抹茶＆あずき
卵, 乳, 小麦
シナモンフレンチトースト／
ゆであずき／バニラアイス／抹茶
￥1,180

Chocolate Orange & Banana
ショコラ オレンジ＆バナナ
卵, 乳, 小麦, そば, 落花生,えび, かに  
シナモンフレンチトースト／有機バナナ／
オレンジ／バニラアイス／くるみ 
￥1,180

Berry Berry & Honey
ベリーベリー＆ハニー
卵, 乳, 小麦, そば
シナモンフレンチトースト／バニラアイス／
ラズベリー／ブルーベリー
￥1,180

C I N NA M ON  F R E NC H  T OA S T
8 : 30 ー 22: 00（L.o. 21: 00）

ノンオイル調理 S O N O K Oパン

SONOKOのパンはすべて、バター・

マーガリン・ショートニグなどの油脂・

イーストフードを使っていません。その

食パンをアパレイユ（生地）にじっくり

漬込んで焼き上げるフレンチトースト

は、トッピングもノンオイル調理、食品

添加物不使用にこだわっています。

パンのこだわり

／  HE ALTHY POINT ／
1

DRINK SE T  ドリンクセット  + ￥250    ｜　Coffee   コーヒー（ HOT・ICE） / Tea   紅茶（ HOT・ICE） / Caffe Latte  カフェラテ（ HOT・ICE）乳 / Organic Apple Juice  有機りんごジュース /  Organic Mandarin Juice  有機みかんジュース 　

“ SONOKO Breads” are healthy 

breads without fat and oil（but ter, 

margarine, shortening）and east 

food. This French toast was baked 

after marinating in appareil with 

non - oil and additive - free topping. 



S W E E T S

Gateau Chocolat  Cassis Vanilla
ガトーショコラ〈カシスバニラ〉
卵, 乳, 小麦, そば, 落花生,えび, かに  
ガトーショコラ／バニラアイス／
カシスジャム／チョコソース／ナッツ
￥900

Roll Cake  Sour Cream Cassis
ロールケーキ 〈サワークリームカシス〉
卵, 乳, 小麦, そば, 落花生,えび, かに  
ロールケーキ／アカシア蜂蜜／
カシスジャム／サワークリーム／ベリー
￥900

Catalana  Orange & Kiwi
カタラーナ〈オレンジ＆キウイ〉
卵, 乳, 小麦, そば, 落花生,えび, かに  
カタラーナ／オレンジ＆キウイケーキ／
カシスジャム
￥900

Creme dange  Fresh fruit 
クレメダンジュ〈フレッシュフルーツ〉
卵, 乳
クレメダンジュ／オレンジ／ベリー ／
ソース
￥900

8 : 30 ー 22: 00（L.o. 21: 00）

DRINK SE T  ドリンクセット  + ￥250    ｜　Coffee   コーヒー（ HOT・ICE） / Tea   紅茶（ HOT・ICE） / Caffe Latte  カフェラテ（ HOT・ICE）乳 / Organic Apple Juice  有機りんごジュース /  Organic Mandarin Juice  有機みかんジュース 　

＊価格は全て税別です。 The price is excluding tax.    ＊季節により食材は変わる場合があります。  Ingredients are subject to change depending on the season. 
■：アレルギー物質を使用しています。Allergenic substances are used.    ■：アレルギー物質コンタミネーションです。Contaminating allergenic substances.  ※特定原材料の７品目を対象としています。



M O R N I N G
8 : 30 ー 11 : 00

Rice Ball & Miso Soup
ソノコ米おにぎり＆みそ汁  
小麦
おにぎり2種／みそ汁
￥650

Soup & Salad Plate
スープ＆サラダプレート
スープ／サラダ／サイドディッシュ
￥650
※アレルゲンについては、スタッフにお尋ねください。

Morning Bread Set
モーニングブレッドセット
パン／サラダ／スープ／
サイドディッシュ／ジャム２種
￥750
※アレルゲンについては、
　 スタッフにお尋ねください。『 ソノコ米』とは

天然肥料で丹念に栽培されたお米を、凍る直前の氷温 域で
保存・熟成。氷温熟成保存されたお米は、粘着性・粘りの
持続・弾力性・水分保持力に優れ、冷めてもおいしさ長持ち。
ほんのりとした甘みが特徴のお米です。

お 米のこだわり

／  HE ALTHY POINT ／
2

DRINK SE T  
ドリンクセット  + ￥250   ｜　

Cof fee   コーヒー（ HOT・ICE） /  Tea   紅茶（ HOT・ICE）/  Caffe Latte  カフェラテ（ HOT・ICE）乳 /
Organic Apple Juice   有機りんごジュース / Organic Mandarin Juice   有機みかんジュース

Gateau Chocolat ガトーショコラ  卵,乳, 小麦, そば, 落花生,えび,かに   
Creme Dange   クレメダンジュ  卵,乳

MINI  S WEE TS  SE T  
ミニスイーツセット  +￥350   ｜　

“ SONOKO Rice” grown with natural fertilizer is prepared by aging 

dough at ice temperature. This method leads to great features of 

SONOKO rice, such as strong hardness（elasticity）, glutinousness, moisu-

ture retention. Slightly sweet rice tastes good even when it is cold. 



S A L A D
8 : 30 ー 22: 00（L.o. 21: 30）

Japanese Green Salad  Tofu & Seaweed
ジャパニーズグリーンサラダ〈豆腐＆わかめ〉  小麦  
￥1,180

Cobb Salad Wreath
コブサラダリース  乳
￥1,280

Fruits Green Salad
フルーツグリーンサラダ  小麦, そば
S￥680／ L￥1,180

ノンオイル調理S O N O K Oパン
SONOKOのパンは、バターやマーガリン、ショートニング（食用油脂）不使用の上、
イーストフード（食品添加物）を使わず、カラダにやさしく仕上げています。パン酵母
にもこだわり、ふっくらとした食感と素材本来の風味を楽しむことができます。

“ SONOKO Breads” are healthy breads without fat and oil

（ butter, margarine, shortening） and east food. Fluffy and 

�avorful breads made of selected baker’s yeast.

DRINK SE T  
ドリンクセット  + ￥250   ｜　

Cof fee   コーヒー（ HOT・ICE） /  Tea   紅茶（ HOT・ICE）/  Caffe Latte  カフェラテ（ HOT・ICE）乳 /
Organic Apple Juice   有機りんごジュース / Organic Mandarin Juice   有機みかんジュース

Gateau Chocolat ガトーショコラ  卵,乳, 小麦, そば, 落花生,えび,かに   
Creme Dange   クレメダンジュ  卵,乳

MINI  S WEE TS  SE T  
ミニスイーツセット  +￥350   ｜　

パンのこだわり

／  HE ALTHY POINT ／
3

＊価格は全て税別です。 The price is excluding tax.    ＊季節により食材は変わる場合があります。  Ingredients are subject to change depending on the season. 
■：アレルギー物質を使用しています。Allergenic substances are used.    ■：アレルギー物質コンタミネーションです。Contaminating allergenic substances.  ※特定原材料の７品目を対象としています。



L U N C H
11 : 00 ー 15 : 00

White Curr y Plate
ホワイトカレープレート
乳,小麦
ホワイトカレー／ライス／
サラダ／ミニスープ
￥1,280

Yellow Curr y Plate
イエローカレープレート
小麦　 
イエローカレー／ライス／
サラダ／ミニスープ
￥1,180

Chicken Curr y Plate
チキンカレープレート
小麦　　   
チキンカレー／ライス／
サラダ／ミニスープ
￥1,180

※ライス大盛り無料

2 types Curry Plate   
2タイプカレープレート
カレー２種／ライス／
サラダ／ミニスープ
￥1,480

Your Choice〈２種類お選びください〉
 ・White Curry  ホワイトカレー 乳, 小麦 
・Yellow Curry   イエローカレー 小麦
・Chicken Curry   チキンカレー 小麦

SONOKO TODAY's Plate
ソノコ TODAY’s プレート
本日のお楽しみ／ノンオイルナン／
ミニスープ
￥980
※アレルゲンについては、スタッフに
   お尋ねください。

ノンオイル調理カレー

SONOKOのカレーは、食用油を一切使いません。肉はボイル加熱後、手作業で脂身を丁寧に
取り除いています。オリジナルブレンドのこだわりスパイスによりコクを出し、野菜をじっくり
煮こむことで、おいしさを引き出しています。

カレーのこだわり

／  HE ALTHY POINT ／
4

SONOKO TODAY's PLATE

“ SONOKO Curry” is a kind of health curry cooked with the non-oil method. Oil of boiled meats is removed 

manually and carefully. Spices are originally blended for each curry. These ingredients are carefully 

simmered with vegetables to bring out the taste.



Fresh Cherry Tomato & Meat Sauce Pasta
フレッシュミニトマト & ミートソースパスタ
卵, 乳,小麦 
パスタ／サラダ／ミニスープ
￥1,280

Fresh Basil & Shrimp Cream Pasta
フレッシュバジル & シュリンプ クリームパスタ
卵,乳,小麦,えび, かに  
パスタ／サラダ／ミニスープ
￥1,280

Sandwich  Ham and Eggs & Vegetable 
ハムエッグ＆ベジタブルサンド
卵,乳 ,小麦
ハム ／マッシュポテト ／エッグ ／
ミニスープ
￥1,080

Premium Hamurger  Avocado & Tomato
プレミアムバーガー〈アボカド＆トマト〉
卵,乳 ,小麦
プレミアムハンバーグ／アボカド  ／
トマト ／ミニスープ
￥1,380

L U N C H
11 : 00 ー 15 : 00

DRINK SE T  
ドリンクセット  + ￥250   ｜　

Cof fee   コーヒー（ HOT・ICE） /  Tea   紅茶（ HOT・ICE）/  Caffe Latte  カフェラテ（ HOT・ICE）乳 /
Organic Apple Juice   有機りんごジュース / Organic Mandarin Juice   有機みかんジュース

Gateau Chocolat ガトーショコラ  卵,乳, 小麦, そば, 落花生,えび,かに   
Creme Dange   クレメダンジュ  卵,乳

MINI  S WEE TS  SE T  
ミニスイーツセット  +￥350   ｜　

＊価格は全て税別です。 The price is excluding tax.    ＊季節により食材は変わる場合があります。  Ingredients are subject to change depending on the season. 
■：アレルギー物質を使用しています。Allergenic substances are used.    ■：アレルギー物質コンタミネーションです。Contaminating allergenic substances.  ※特定原材料の７品目を対象としています。



RICE FOOD Rice Ball & Miso Soup   ソノコ米おにぎり＆みそ汁
おにぎり2種／みそ汁　小麦
￥650

SALAD
Japanese Green Salad  
Tofu & Seaweed
ジャパニーズグリーンサラダ
〈豆腐＆わかめ〉 小麦
￥1,180

Cobb Salad Wreath
コブサラダリース 乳
￥1,280

Fruits Green Salad
フルーツグリーンサラダ 
小麦 , そば
S￥680／ L￥1,180

F O O D
15 : 00 ー 22: 00（L.o. 21:00）

Quiche   
TOKYO Chicken & Mushroom
キッシュ〈TOKYOシャモ & キノコ〉
卵,乳, 小麦
￥1,280
Chicken Meatballs つくね
乳, 小麦, 卵
￥680

Croquette  Shrimp Cream
シュリンプクリームコロッケ
卵,乳,小麦, えび,かに   
￥1,180

Unsalted Pork Sausage   
無塩せきポークソーセージ
乳,小麦, 卵
￥680

Orange Jerk Chicken
オレンジジャークチキン
小麦, 卵, 乳, えび,かに   

￥880

Mixed Nuts & Bean Chips
ミックスナッツ＆ビーンチップス
￥680

4 types Canape
４タイプカナッペ

＊季節により食材は変わる場合があります。 
乳,小麦, そば, 卵
￥880

蒸し鶏 ／イワシマリネ／
アボカド ／サワークリーム＆フルーツ

APPETIZER



Fresh Cherry Tomato & Meat Sauce Pasta
フレッシュミニトマト & ミートソースパスタ
卵, 乳,小麦 
￥1,280

Fresh Basil & Shrimp Cream Pasta
フレッシュバジル & シュリンプ クリームパスタ
卵,乳,小麦,えび, かに  
￥1,280

Miso - Grilled Pacific Cod
with Cherry Tomato Souce 
真だらの味噌グリル　
〈ミニトマトソース〉
￥1,380 

SONOKO  Beef Stew
Domestically -Produced Beef
国産牛肉　
SONOKOビーフシチュー
小麦, 乳, 卵
￥1,480 

Pork Hamburg Steak
in Tomato Sauce
越後もち豚
トマト煮込ハンバーグ
卵,乳 ,小麦
￥1,4 80 PORK

BEEF

FISH

White Curr y Plate
ホワイトカレープレート
乳,小麦
ホワイトカレー／
ライス／サラダ
￥1,280

Yellow Curr y Plate
イエローカレープレート
小麦　 
イエローカレー／
ライス／サラダ
￥1,180

Chicken Curr y Plate
チキンカレープレート
小麦　　   
チキンカレー／
ライス／サラダ
￥1,180

SONOKO TODAY's Plate
ソノコ TODAY’s プレート
本日のお楽しみ／ノンオイルナン
￥980
※アレルゲンについては、スタッフに
   お尋ねください。 SONOKO TODAY's PLATE

F O O D
15 : 00 ー 22: 00（L.o. 21: 00）

＊価格は全て税別です。 The price is excluding tax.    ＊季節により食材は変わる場合があります。  Ingredients are subject to change depending on the season. 
■：アレルギー物質を使用しています。Allergenic substances are used.    ■：アレルギー物質コンタミネーションです。Contaminating allergenic substances.  ※特定原材料の７品目を対象としています。

DRINK SE T  
ドリンクセット  + ￥250   ｜　

Cof fee   コーヒー（ HOT・ICE） /  Tea   紅茶（ HOT・ICE）/  Caffe Latte  カフェラテ（ HOT・ICE）乳 /
Organic Apple Juice   有機りんごジュース / Organic Mandarin Juice   有機みかんジュース

Gateau Chocolat ガトーショコラ  卵,乳, 小麦, そば, 落花生,えび,かに   
Creme Dange   クレメダンジュ  卵,乳

MINI  S WEE TS  SE T  
ミニスイーツセット  +￥350   ｜　



D R I N K
COFFEE 〈小菓子付き〉卵, 乳, 小麦, そば, 落花生,えび, かに

Blend Coffee         （ HOT・ICE）￥550
ブレンドコーヒー

Caffe Latte               （ HOT・ICE） ￥630 
カフェラテ 

Cappuccino             　　（ HOT）￥630 
カプチーノ

Cafe Mocha              （ HOT・ICE）￥680 
カフェモカ

TEA 〈小菓子付き〉卵, 乳, 小麦, そば, 落花生,えび, かに

Darjeeling Tea      （ HOT・ICE）￥550  
ダージリン

Pu-erh Tea               （ HOT・ICE）￥550   
プーアル茶

Soy Latte                   （ HOT・ICE）￥630 
ソイラテ

Espresso                            （ HOT）￥450 
エスプレッソ

Doppio Espresso           （ HOT）￥550
ダブルエスプレッソ

Matcha Latte           （ HOT・ICE）￥680 
抹茶ラテ 

Matcha                               （ HOT）￥580 
抹茶

Roasted Green Tea          （ HOT） ￥580 
ほうじ茶

SMOOTHIE

Baby  Orange & Pomegranate　   ￥580
スムージー ベビー 〈オレンジ＆ザクロ〉            
りんご／オレンジ／キウイ／ザクロ／ゆず

Knight   Blueberry & Ginger 　    ￥580
スムージー ナイト〈ブルーベリー＆生姜〉         
パイン／オレンジ／ぶどう／ブルーベリー／
生姜汁／レモン汁

King   Strawberry & Tomato 　    ￥580
スムージー キング〈いちご＆トマト〉           
いちご／バナナ／トマト／マンゴー／レモン汁

Venus  Spinach & White Soybean ￥580
スムージー ヴィーナス〈ほうれん草＆白大豆〉  
パイン／りんご／ほうれん草／ブロッコリー／
小松菜／白大豆／レモン汁

Green  Apple & Komatsuna　　    ￥580
スムージー グリーン 〈りんご＆小松菜〉   
りんご／グレープフルーツ／小松菜／
キャベツ／にんじん／レモン

Baby Knight King Venus Green

S O N O K Oコーヒー

選び抜いた６種の生豆を、それぞれの特徴を生かすため、個別に焙煎したのちブレンドする
ことで、香りが豊かに広がる一杯になりました。どんな料理にも合う、すっきりとした味わいの
こだわり浅煎りコーヒーです。

コーヒーのこだわり

／  HE ALTHY POINT ／
5

＊写真はイメージです

“ SONOKO Coffee ” is a l ight  roas t  cof fee made of se lected 6 kinds of raw beans which were 

blended af ter roas ted separate ly to take advantage of each feature. You can enjoy th is cof fee 

wi th any food.

8 : 30 ー 22: 00（L.o. 21: 30）



S O F T  D R I N K

植物から生まれた、フルーティーで甘酸っぱい飲む「美容液」。美容に役
立つ成分をギュッと濃縮。ワンランク上のクリアな美しさへ導きます。

“ TOU ” is a fruity, sweet and sour, “Beaut y Essence Drink” which is all 
extracted f rom plants. The concent rated ingredients of this drink lead 
you to a higher level of beauty.

Beauty Drink  “ TOU ”    透ドリンク

植物から生まれた、フルーティーですっきりとした甘さの健康ドリンク。
健康・美容の要となる心身バランスを整え、ワンランク上の健康へ導きます。

“ TSUKI” is a fruity and sweet health drink f rom plants. It maintains your 
mind - body balance which is the key to health and beaut y, and leads 
you to a higher level of health.

Beauty Drink  “ TSUKI ”    月ドリンク Whity    ホワイティ

国産の脱脂粉乳と、ブドウ糖のもとになる砂糖とミックス。紀州産梅から
作られた梅エキスを使い、爽やかな酸味の乳酸風味飲料です。

“ Whit y ” is a probiotic drink that tastes sweet and sour. It is made 
of defat ted milk, sugar, and plum extract  which is from Kisyu Ume 
（ Japanese plum）.

Organic  Apple Juice              ￥550  
有機りんごジュース

Organic Mandarin Juice     ￥550  
有機みかんジュース

Alphonso Mango Juice         ￥630  
アルフォンソマンゴージュース

Organic Ginger Drink          ￥500 
有機ジンジャー（ HOT・SODA）

Beauty Drink “ TOU ”      ￥500 
透ドリンク（ HOT・SODA）

Beauty Drink “ TSUKI ”    ￥500 
月ドリンク （ HOT・SODA）

Lemon Detox Cider       ￥680 
レモンデトックスサイダー

Lemon Berry Cider       ￥680
レモンベリーサイダー

Whity Frappe  Mixed Berry     ￥680
ホワイティフラッペ〈ベリーミックス〉

Whity Frappe  Mango                ￥680 
ホワイティフラッペ〈マンゴー〉

＊価格は全て税別です。 The price is excluding tax.    ＊季節により食材は変わる場合があります。  Ingredients are subject to change depending on the season.    ※アレルゲンについては、スタッフにお尋ね下さい。

8 : 30 ー 22: 00（L.o. 21: 30）



SONOKO Beer    ￥680
銀座でその子ビール

Original 
Ginger Beer   ￥880
オリジナルジンジャービア

WINE
Bordeaux  Wine             
ボルドーワイン （白／赤）   　Glass     ￥680
                                    Carafe （５００mL）￥2,680
Home - made Sangria  
ホームメイドサングリア （白／赤） 
                                          Glass     ￥780
                                    Carafe （５００mL）￥2,980

A LC O H O L

BEER
Espresso Beer   ￥780
エスプレッソビア

サンテミリオンや、フロンサックなどのエリアで
つくられたブドウを原料にした、軽やかで渋みも
マイルドなミディアムボディの赤ワインです。

This wine is sof t  and medium - bodied red 
wine made of grapes grown in Saint - Emilion 
and Fronsac.

Bordeaux  Wine〈 Red〉
ボルドーワイン（赤）

ステンレスタンクで自然発酵・熟成。ソーヴィ
ニヨン・ブランを60％使用。フレッシュな香りと
爽やかな味わいの果実味のある白ワインです。

This wine is fresh and fruity white wine made 
of Sauvignon blanc. Naturally fermented and 
aged in a stainless steel tank. 

Bordeaux  Wine〈White〉
ボルドーワイン（白）

100％国産の麦とホップのみを使用。下面発酵＆
軟水によって醸造されたSONOKOのこだわりが
つまったピルスナーです。

“ SONOKO Beer ” is Pilsner beer made of 
100%  domest ic wheat and hops, and sof t 
water.

SONOKO Beer
銀座でその子ビール

＊価格は全て税別です。  The price is excluding tax.    ＊季節により食材は変わる場合があります。   Ingredients are subject to change depending on the season.     ※アレルゲンについては、スタッフにお尋ね下さい。

Rose Sparkling      ￥880
ロゼスパークリング

Pink Mimosa　　￥880
ピンクミモザ

Rose Cider             ￥880
ロゼシードル

Lemon Mint Sour　　       ￥680
レモンミントサワー

Apple Kiwi Sour                    ￥680
アップルキウイサワー

Mango Berry Sour                ￥680
マンゴーベリーサワー

Orange Cucumber Sour     ￥680
オレンジキューカンバーサワー

COCK TAIL



SONOKO のこだわりを食卓へ。
カラダの負担となる油や添加物を使用せず、美味しい料理をご自宅でつくる

には、時間と手間のかかる工程が必要となり簡単ではありません。

そこでカフェの奥は、「ノンオイル調理」「食品添加物不使用」「こだわり素材」の

SONOKO食品をお買い求めいただけるショッピングエリアとなっており、総菜・

米・パン・飲料・間食用のおやつまで、幅広くご自宅でお楽しみいただけます。

美しく、生きる ---------- 化 粧品への想い。
美容研究家でもあった鈴木その子は、食品同様にこだわりの化粧品をつくり、

肌に負担をかけず、肌本来の力を引き出すケアを伝授しました。

SONOKOでは自然由来の 美容成分を厳選し、肌ストレスの要因となる合成

香料や不要な添加物は使用していません。そんな創業者の願いが形になった

SONOKOの化粧品を選びやすいよう、２Fでは、創業当初から受け継がれる

定番から最新のスペシャルケア製品まで、すべてお試しいただけます。

1F  SONOKO CAFE & SHOP

2F  SHOP & MEMBERS LOUNGE

2F  SHOP & MEMBERS LOUNGE

6つの無添加ポリシー 合成（石油系）界面活性剤
無添加

紫外線吸収剤
無添加

合成色素
無添加

合成香料
無添加

防腐剤
無添加

鉱物油＊

無添加
＊スキンケア商品のみ

1F  SONOKO CAFE



TA K E  OU T  DR I N K
COFFEE 〈小菓子付き〉卵, 乳, 小麦, そば, 落花生,えび, かに

Blend Coffee  （ HOT・ICE）￥500
ブレンドコーヒー

Caffe Latte       （ HOT・ICE） ￥580 
カフェラテ  乳

Cappuccino  　　（ HOT）￥580 
カプチーノ 乳

Cafe Mocha       （ HOT・ICE）￥630 
カフェモカ  乳

Soy Latte                 （ HOT・ICE）￥580
ソイラテ

Espresso       （ HOT）￥400 
エスプレッソ

Doppio Espresso           （ HOT）￥500
ダブルエスプレッソ

Matcha Latte          （ HOT・ICE）￥630 
抹茶ラテ  乳

Matcha   （ HOT）￥530 
抹茶

Roasted Green Tea          （ HOT） ￥530 
ほうじ茶

SMOOTHIE

Baby  Orange & Pomegranate　   ￥530
スムージー ベビー 〈オレンジ＆ザクロ〉           
りんご／オレンジ／キウイ／ザクロ／ゆず

Knight   Blueberry & Ginger 　    ￥530
スムージー ナイト〈ブルーベリー＆生姜〉      
パイン／オレンジ／ぶどう／ブルーベリー／
生姜汁／レモン汁

King   Strawberry & Tomato 　    ￥530
スムージー キング〈いちご＆トマト〉          
いちご／バナナ／トマト／マンゴー／レモン汁

Venus  Spinach & White Soybean ￥530
スムージー ヴィーナス〈ほうれん草＆白大豆〉  
パイン／りんご／ほうれん草／ブロッコリー／
小松菜／白大豆／レモン汁

Green  Apple & Komatsuna　    ￥530
スムージー グリーン 〈りんご＆小松菜〉  
りんご／グレープフルーツ／小松菜／
キャベツ／にんじん／レモン

Baby Knight King Venus Green

S O N O K Oコーヒー

選び抜いた６種の生豆を、それぞれの特徴を生かすため、個別に焙煎したのちブレンドする
ことで、香りが豊かに広がる一杯になりました。どんな料理にも合う、すっきりとした味わいの
こだわり浅煎りコーヒーです。

コーヒーのこだわり

／  HE ALTHY POINT ／
5

＊写真はイメージです

“ SONOKO Coffee ” is a l ight  roas t  cof fee made of se lected 6 kinds of raw beans which were 
blended af ter roas ted separate ly to take advantage of each feature. You can enjoy th is cof fee 
wi th any food.

＊価格は全て税込です。 The price is including tax.    ＊季節により食材は変わる場合があります。  Ingredients are subject to change depending on the season. 
■：アレルギー物質を使用しています。Allergenic substances are used.    ■：アレルギー物質コンタミネーションです。Contaminating allergenic substances.  ※特定原材料の７品目を対象としています。

TEA 〈小菓子付き〉卵, 乳, 小麦, そば, 落花生,えび, かに

Darjeeling Tea      （ HOT・ICE）￥500  
ダージリン

Pu-erh Tea               （ HOT・ICE）￥500 
プーアル茶




