
メニューリニューアルの
お知らせ

日頃よりカフェ・ド・ルポをご利用
いただきありがとうございます。

10月28日（木）より、
一部メニューをリニューアルいたします。

今後とも当店をご愛顧いただきますよう
お願いいたします。

Café de repos
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MENU
Hot Dog ※カラフルコールスロー付

・本日のホットドッグ

・ イベリコフランクのホットドッグ 726kcal

・ イベリコチョリソーのホットドッグ 684kcal

単品¥700 ドリンク付¥1,000

・ スモークサーモン 119kcal

¥450

・ ルポオリジナル
ボロネーゼ 568kcal

単品¥820 ドリンク付¥1,120

コールスロー・ドリンク付¥1,220

・ ビーフシチューセット 678kcal

（パン・コールスロー・ドリンク付）
¥1,170

・ イベリコプレーン（2本） 572kcal

・ イベリコチョリソー（2本） 488kcal

・ プレーン×チョリソー 530kcal

¥650

・ エッグドッグ 671kcal

単品¥500 ドリンク付¥800

(スタッフにお声掛けください)

・ トーストセット 487kcal

（コールスロー・ドリンク付）
¥760

・ カラフルコールスロー ¥430

143kcal

・ イベリコフランクのチーズドッグ 848kcal

単品¥750 ドリンク付¥1,050

・ イベリコチョリソーのチーズドッグ 806kcal

・ ひとくちスモークチキン 288kcal

¥450 ・ コーンクリームスープ ¥380

112kcal

・ ミネストローネ ¥380

31kcal

・本日の焼きたてパン ¥190～

※価格は全て税込み表記です。
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MENU

・ ケーキ各種

Sweetｓ

・ ムース＆ロールケーキ各種

・ バニラアイス 186kcal

¥400 

・ マドレーヌ

プレーン 420kcal ¥260

シナモンレーズン 432kcal ¥280

紅茶 420kcal ¥280

Wショコラ 459kcal ¥300

抹茶小豆 436kcal ¥300

レモン 434kcal ¥300

バナナクルミ 475kcal ¥300

・ むうぷクッキー 約170kcal

¥130
・ あんずケーキ 191kcal

¥260

【夏季限定】

・コーヒーゼリー 46kcal

¥360

・コーヒーゼリー 126kcal

（アイス付）¥410

・ミックスドライフルーツ
174kcal ¥220
・キャラメルコーン

＆プレッツェル
120kcal ¥220
・ミックスナッツ

＆プレッツェル
126kcal ¥220

Drink
・ ブレンド 0～10kcal ¥460 
・ アメリカン 0～10kcal ¥460 
・ ウインナーコーヒー 90kcal ¥510 
・ ホットカフェオレ 56kcal ¥510 
・有機栽培コーヒー 0～10kca ¥510 
・ アイスコーヒー 0～10kcal ¥460 
・ アイスカフェオレ 56kcal ¥510 
・ コーヒーフロート 123kcal ¥630 
・ ノンカフェインコーヒー 0～10kcaｌ ¥510 
・ ダージリン 0～10kcal ¥480 
・ アールグレイ 0～10kcal ¥480 
・ アッサム 0～10kcal ¥480 
・ アイスティー 0～10kcal ¥480 
・ ロイヤルミルクティー 102k ¥610 
・ ノンカフェイン紅茶 0～10kcal ¥480 
・ ペパーミント 0～10kcal ¥480 
・ カモミール 0～10kcal ¥480 
・ ローズヒップブレンド 0～10kcal ¥480 
・ アイスハーブティー 0～10kcal
ストロベリーオレンジ ¥400 
ベリーモヒート ¥400 
ピーチ＆パッションフルーツ ¥400 

・ バナナジュース 200kcal ¥610 
・ ミルク 102kcal ¥370 
・ ヨーグルトドリンク 123kcal ¥370 
・ オレンジジュース 85kcal ¥370 
・ コカ・コーラ 72kcal ¥370 

※ シュガー 12kcal ポーションミルク 13kcal
ガムシロップ 32kcal レモンスライス 1kcal

・ ブレンド ・ アメリカン ・ アイスコーヒー
・紅茶（アッサム） ・ アイスティー ・ オレンジジュース
・ ミルク ・ ヨーグルトドリンク

Set Drink

単品¥450 ドリンク付¥750 単品¥400 ドリンク付¥700

※おかわりドリップコーヒー 半額

※価格は全て税込み表記です。
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クローグルト＆チャイプピザ ¥270
サワークリームの一種「クローグルト」を、ライ麦と古
代小麦をブレンドした歯ごたえのある香ばしいもっちり
生地に敷き詰め、西洋あさつきをトッピングしました。279kcal

ラズベリーとフレッシュチーズの
デニッシュ ¥290

ラズベリーの酸味とつぶつぶ食感、コクのあるチー
ズの相性バツグンのデニッシュです。311kcal

本日のホットドッグ
＆焼きたてパン

バタークロワッサン ¥190

フランス産の小麦粉に発酵バターをたっぷり
練りこんでいるので、芳醇な香りとほのかな甘
みが様々なお料理とマッチします。269kcal

ヨーロピアンシナモンロール ¥260
くち溶けのよいデニッシュ生地に、スパイシーなシナ
モンとほんのり甘いアプリコットを練り込んで、ロール
状に焼き上げた傑作です。442kcal

フライドオニオンの
ミートドッグ 593kcal

オリジナルのハンバーグ入り

ミートソースをベースに、

カリカリ食感のフライドオニオン

がベストマッチ!!

単品 ¥500 ドリンク付 ¥800

※価格は全て税込み表記です。


