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GRATIN & LASAGNA

有機オニオンドレッシングのサラダ
海老と根菜の
ジンジャートマトグラタン

赤キャベツと
レーズンのマリネ

かぼちゃとベーコン、
クリームチーズのサラダ

栗とベーコン、
ほうれん草のラザニア
4種きのこの白いチャウダー

半熟たまごと自家製デュカ

くるみとレーズンの
カンパーニュ

グラタン＆ラザニアと自家製4種デリの贅沢プレート
GRATIN & LASAGNA SPECIAL DELI PLATE

ジンジャーの香りが食欲をそそる
「海老と根菜のジンジャートマトグラタン」
とホクホクの栗が味わえる
「栗とベーコン、
ほうれん草のラザニア」、旬のきのこたっぷり
「4種きのこの白いチャウダー」
が
贅沢に楽しめるスペシャルなプレートです。
ドリンク付き

1,750

( 税 込1,925)

・ティー (ice/hot) 〈 下記よりお選びください〉

SET DRINK

ダージリン / ディンブラ BOP (セイロンティー) / ウバ (セイロンティー)

・ハーブティー (ice/hot) 〈 下記よりお選びください〉

ハイビスカスのローズヒップティー / ペパーミントカモミールティー / ジャスミンティー

・オーガニックコーヒー (ice/hot)
・カフェラテ(ice/hot) [＋100]
・オレンジジュース
・グレープフルーツジュース

海老と根菜の
ジンジャートマトグラタンと
自家製4種デリのプレート
GRATIN DELI PLATE

海老と根菜をゴロっと入れたグラタンは、
ジンジャー入りのトマトソースで仕上げま
した。体の中からじんわりと温かくなる、
この季節にぴったりな一品です。

ドリンク付き

1,500

( 税 込1,650)

栗とベーコン、
ほうれん草のラザニアと
自家製4種デリのプレート
LASAGNA DELI PLATE

秋の味覚の王様、ホクホクの「栗」
とベー
コン、栄養価の高いほうれん草をたっぷ
りとサンドして焼き上げました。旬の具材
の味わいを感じる、食べ応えのあるラザ
ニアです。

ドリンク付き

1,600

( 税 込1,760)

※原材料高騰につき、一部メニューの価格を変更しております。ご了承ください。

SOUP & SALAD

かぼちゃとベーコン、
クリームチーズのサラダ

半熟たまごと自家製デュカ

くるみとレーズンの
カンパーニュ

海老と有機オニオンドレッシングのサラダ
4種きのこの白いチャウダー

4種きのこの白いチャウダー＆
海老と有機オニオンドレッシングのサラダ
MUSHROOM WHITE CHOWDER & SHRIMP SALAD

4種類のきのことベーコン、
たまねぎをじっくりと炒め旨味を引き出したスープは、
ポルチーニオイルを仕上げにかける事で香り高い仕上がりに。
海老のサラダは、
旨味たっぷり“有機オニオンドレッシング”が味の決め手です。

ドリンク付き

1,500

( 税 込1,650)

・ティー (ice/hot) 〈 下記よりお選びください〉

SET DRINK

ダージリン / ディンブラ BOP (セイロンティー) / ウバ (セイロンティー)

・ハーブティー (ice/hot) 〈 下記よりお選びください〉

ハイビスカスのローズヒップティー / ペパーミントカモミールティー / ジャスミンティー

・オーガニックコーヒー (ice/hot)
・カフェラテ(ice/hot) [＋100]
・オレンジジュース
・グレープフルーツジュース

PASTA
ナスとベーコンの
トマトソースパスタ

定 番

TOMATO SAUCE PASTA

厚切りのベーコンと揚げナスが自家製の
トマトソースに良く絡む、お子様から大
人の方まで幅広い人気のパスタ。

ドリンク付き

1,400

( 税 込1,540)

フランス産蒸し栗と
ポルチーニ茸のクリームパスタ
STEAMED CHESTNUTS &
PORCINI MUSHROOM
CREAM PASTA

香り豊かなポルチーニ茸とやさしい甘み
のフランス産蒸し栗を合わせた秋らしい
パスタ。濃厚なクリームソースをご堪能く
ださい。

ドリンク付き

1,600

( 税 込1,760)

※原材料高騰につき、一部メニューの価格を変更しております。ご了承ください。

MEAL PANCAKE
エッグベネディクトパンケーキ
メープルシロップ添え
EGG BENEDICT PANCAKE

ベーコン、トマト、サラダを合わせたパ
ンケーキにポーチドエッグをトッピング。
とろりとしたポーチドエッグの黄身とたっ
ぷりの自家製オランデーズソースを合わ
せてお召し上がりください。お好みでメー
プルシロップをかけることで、味の変化
をお楽しみいただけます。

ドリンク付き

1,600

( 税 込1,760)

・ティー (ice/hot) 〈 下記よりお選びください〉

SET DRINK

・オーガニックコーヒー (ice/hot)

ダージリン / ディンブラ BOP (セイロンティー) / ウバ (セイロンティー)

・ハーブティー (ice/hot) 〈 下記よりお選びください〉

・カフェラテ(ice/hot) [＋100]
・オレンジジュース

ハイビスカスのローズヒップティー / ペパーミントカモミールティー / ジャスミンティー

・グレープフルーツジュース

※原材料高騰につき、一部メニューの価格を変更しております。ご了承ください。

D E S S E R T

心が高鳴るホリデーシーズン到来。
ビブリオテークのクリスマスフェア。
チーズと発酵“生”バターが隠し味！
まるでクリスマスホールケーキのようなパンケーキや、
長野県産の新鮮ないちごを贅沢にのせた
ピスタチオタルトが登場。
ちょっぴり贅沢な日常を味わう心弾むクリスマスケーキが勢揃い。
クリスマスの高揚感を引き立てる真っ赤ないちごを使用したクリスマス定番ス
イーツをベースに、チーズやバタックペッパーなど多様な食材を組み合わせ、
こだわりの味わいをプラス。なかでも、長野県産の新鮮ないちごを贅沢にの
せたピスタチオタルトでは、この時期には珍しく国産のいちごが楽しめます。
頑張った自分へのご褒美タイムに、大切な友人や家族・恋人とのひとときに。
何気ない時間がおいしい記憶で残る、多彩なクリスマスデザートが新登場！

エアリーチーズクリームと
発酵 生 バターのクリスマスパンケーキ
いちごミルキーソース
Airy cheese cream & fermented "raw" butter
christmas pancake

1,700 (税込 1,870)
drink set 2,155 (税込 2,370)

パンケーキにぴったり！

ペアリングドリンク

ディンブラ BOP (セイロンティー )
色・香りと味 、すべてにバランスがとれているディンブラ。
調 和のとれた味わいのクリスマスパンケーキと相性のよい組み合わせです。

香り豊かな発酵 生 バターが、
パンケーキの中からとろ〜り！
まるでホールケーキをひとり占めしているような気 分が味
わえる、
クリスマスパンケーキ。
香り豊 かな発 酵 生 バターがパンケーキにじゅわっと染
み込み、アーモンドチュイルのカリっとした食 感と香ばしさ
が 全 体のアクセントに！チーズクリームの爽やかな酸 味と
いちごの甘 酸っぱさ、いちごミルキーソースのコクが 相 性
抜 群のひと皿です。

・ティー (ice/hot) 〈 下記よりお選びください〉

・オーガニックコーヒー (ice/hot)

・ハーブティー (ice/hot) 〈 下記よりお選びください〉

・オレンジジュース

ダージリン / ディンブラ BOP (セイロンティー) / ウバ (セイロンティー)

SET DRINK

ハイビスカスのローズヒップティー / ペパーミントカモミールティー / ジャスミンティー

SPECIAL CHRISTMAS DRINK もセットにできます！
(左) りんごのクリスマスチャイ [ +100 (税込110 ) ]

(右) 焦がしヘーゼルナッツカフェモカ [ +100 (税込110 ) ]

・カフェラテ (ice/hot) [ +100 (税込110 ) ]
・グレープフルーツジュース

長野県産いちご とピスタチオの
クリスマスクラシックタルト

タルトにぴったり！

ペアリングドリンク

ダージリン

Strawberry & pistachio christmas classic tart

1,200 (税込 1,320)
drink set 1,655 (税込 1,820)

フルーティーな香りのダージリンは、
いちごの甘酸っぱさ・ピスタチオ
のナッティーな香りと好相性。
ストレートがおすすめです。

長 野 県 産い ち ご

甘く濃厚な長野県産
フレッシュいちごを贅沢に使用！
濃 厚で奥 深い味わいのピスタチオクリームに甘 酸っぱいフレッシュいちごをたっぷりと。
シンプルながらもそれぞれの素 材の味わいを楽しめるクラシカルなタルトです。
特 別な日を彩るクリスマスのひと皿に。

※こちらの長野県産のいちごは、生産地の収穫時期により品種が異なります。
時期に合わせて一番美味しい味わいの品種を使用しております。詳しくはスタッフまでお尋ねください。

こだわり 生 クリームの
クリスマスキャンドルショートケーキ

ショートケーキにぴったり！
オーガニックコーヒー

Christmas candle strawberry short cake

drink set

920 (税込 1,012)
1,375 (税込 1,512)

ペアリングドリンク

心も体もやわかに包みこむ オーガニックコーヒー 。
ミルクチョコレー
トのような苦みとコク、爽やかな酸味と芳醇な香りが特徴で、生ク
リームの甘さといちごの甘酸っぱさに良く合います。

ふんわり軽い 生 クリームが主 役のショート
ケーキにいちごをごろっと丸ごとトッピング。
クリスマスキャンドルに見立てたショートケー
キの中には、アクセントに甘酸っぱいいちごの
コンフィチュールと香ばしいアーモンドを閉じ
込めました。

・ティー (ice/hot) 〈 下記よりお選びください〉

・オーガニックコーヒー (ice/hot)

・ハーブティー (ice/hot) 〈 下記よりお選びください〉

・オレンジジュース

ダージリン / ディンブラ BOP (セイロンティー) / ウバ (セイロンティー)

SET DRINK

ハイビスカスのローズヒップティー / ペパーミントカモミールティー / ジャスミンティー

SPECIAL CHRISTMAS DRINK もセットにできます！
(左) りんごのクリスマスチャイ [ +100 (税込110 ) ]

(右) 焦がしヘーゼルナッツカフェモカ [ +100 (税込110 ) ]

・カフェラテ (ice/hot) [ +100 (税込110 ) ]
・グレープフルーツジュース

濃厚ショコラと
キャラメルヘーゼルナッツの
クリスマスブッシュ・ド・ノエル
Rich chocolate &caramel hazelnut
christmas bush de noel

drink set

880 (税込 968)
1,335 (税込 1,468)

クリスマスの定番ケーキ
「ブッシュ・ド・ノエル」。濃
厚なショコラムースにコクのあるキャラメルムース
と、
ナッツの香ばしさを感じるプラリネムースの２層
を組み合わせました。添えている甘酸っぱいアプ
リコットソースで味の変化を楽しみながらお召し上
がりください。

ブッシュ・ド・ノエルにぴったり！

ペアリングドリンク

ウバ ( セイロンティー)
濃厚な甘さのブッシュ・ド・ノエルには心地よい渋みが特
徴のウバをセレクト。
チョコレートの甘さをすっきりと流してく
れながらも芳醇な香りとコクが楽しめます。

クリスマス
ケーク・オ・ショコラ・エピス
Christmas cake au chocolat epice

drink set

850 (税込 935)
1,305 (税込 1,435)

しっとりとしたチョコレート生地に、隠し味でインドネシア
産の貴重な山椒 バタックペッパー を使用したガナッ
シュを絶妙なバランスでサンド。バラの花をイメージさ
せる甘い香りが口の中でふわりと広がります。
クリスマ
ス気分が高まるサンタのピック付き！

ケーク・オ・ショコラ・エピスにぴったり！ ペアリングドリンク
ウバ ( セイロンティー)
当店で使用しているウバは茶葉独特の爽快感や強さのバランス
が絶妙で、爽やかな飲み心地！心地よい渋みがショコラの甘さ
をすっきりとさせながらも、芳醇な香りとコクが楽しめます。

3種のクリスマスデザートプレート
Christmas dessert plate

drink set

1,500 (税込 1,650)
1,955 (税込 2,150)

こだわりの 生 クリームを味わうキャンドルショートケーキに
バタックペッパーがふわりと香るケーク・オ・ショコラ・エピ
ス、芳醇なピスタチオクリームをたっぷりと使用したツリー仕
立てのパフェがひと皿に。あれもこれも食べたい、そんなあ
なたへ贈る贅沢なクリスマスプレートです。

・ティー (ice/hot) 〈 下記よりお選びください〉

・オーガニックコーヒー (ice/hot)

・ハーブティー (ice/hot) 〈 下記よりお選びください〉

・オレンジジュース

ダージリン / ディンブラ BOP (セイロンティー) / ウバ (セイロンティー)

SET DRINK

ハイビスカスのローズヒップティー / ペパーミントカモミールティー / ジャスミンティー

SPECIAL CHRISTMAS DRINK もセットにできます！
(左) りんごのクリスマスチャイ [ +100 (税込110 ) ]

(右) 焦がしヘーゼルナッツカフェモカ [ +100 (税込110 ) ]

・カフェラテ (ice/hot) [ +100 (税込110 ) ]
・グレープフルーツジュース

PANCAKE
ベリーとクリームチーズの
パンケーキ
BERRY & CREAMCHEESE
PANCAKE

定 番

ベストセラーの定番パンケーキ。
甘酸っぱいフレッシュのベリーを使っ
たソースをたっぷりかけて、マイルド
なクリームチーズと合わせてどうぞ！

drink set

1,200 (税込1,320)
1,655 ( 税込1,820)

エアリーチーズクリームと
発酵“生”バターの
クリスマスパンケーキ
いちごミルキーソース
AIRY CHEESE CREAM &
FERMENTED "RAW" BUTTER
CHRISTMAS PANCAKE

まるでホールケーキをひとり占めして
いるような気分が味わえる、クリスマ
スパンケーキ。香り豊かな発酵“生”バ
ターがパンケーキにじゅわっと染み込
み、
アーモンドチュイルのカリっとした
食感と香ばしさが全体のアクセントに
！チーズクリームの爽やかな酸味とい
ちごの甘酸っぱさ、いちごミルキーソ
ースのコクが相性抜群のひと皿です。

1,700 (税込 1,870)
drink set 2,155 (税込 2,370)

・ティー (ice/hot) 〈 下記よりお選びください〉

ダージリン / ディンブラ BOP (セイロンティー) / ウバ (セイロンティー)

・ハーブティー (ice/hot) 〈 下記よりお選びください〉

SET DRINK

ハイビスカスのローズヒップティー / ペパーミントカモミールティー /
ジャスミンティー

SPECIAL CHRISTMAS DRINK もセットにできます！
(左) りんごのクリスマスチャイ [ +100 (税込110) ]

(右) 焦がしヘーゼルナッツカフェモカ [ +100 (税込110) ]

・オーガニックコーヒー (ice/hot)
・カフェラテ (ice/hot) [ +100 (税込110) ]
・オレンジジュース
・グレープフルーツジュース

LINE公式アカウント
友だち追加で
当日注文もOK !
※すでに公式アカウントを
友だち追加していただいている
お客様も対象です。

ビブリオテーク20周年記念

ANNIVERSARY MENU
予 約 限 定 のスペシャルなパンケーキが毎月新作で登場！

予 約 限 定 / 11 月

いちごと濃厚ピスタチオクリーム、
フロマージュブランムースのパンケーキ
いちごソース
STRAWBERRY & RICH PISTACHIO CREAM, FROMAGE BLANC MOUSSE PANCAKE

豊かな味と香り、
まろやかな風味を感じる濃厚リッチなピスタチオクリームに、
さっぱりと仕上げたフロマージュブランのムース、
フレッシュいちごを合わせました。
甘酸っぱいいちごソースをたっぷりとかけてお召し上がりください。

drink set

1,300 (税込 1,430)
1,755 (税込 1,930)

◀ スペシャルパンケーキのご予約はこちら
毎月新たな味わいが楽しめる 20 周年記念のマンスリーパンケーキを 予 約 限 定 で展開中！

ビブリオテークならではの素材や味にこだわった特別なパンケーキをお届けします。

※原材料高騰につき、一部メニューの価格を変更しております。ご了承ください。

BASIC DESSERT

熊 本 県 産和

栗
熊本県産和栗とチーズスフレの“生”モンブラン
FRESH MONT BLANC

生モンブランにぴったり！

ペアリングドリンク

ディンブラ BOP (セイロンティー )

コク・香り・味わいのバランスが良くすっきりとした味わいの茶葉。
マイルドで優しい味わいなので、和栗の繊細さを打ち消すことなく楽しめます。

1,250 (税込 1,375)
drink set 1,705 (税込 1,875)

エバミルキー“生”ムース
低カロリーなエバミルクを使った
コクのあるムース
熊本産和栗の
“生”絞りクリーム

香ばしくローストした
アーモンド

軽やかな口当たりの
“生”クリーム

“生”スフレチーズケーキ
しっとりとした口あたりがクリームと
相性抜群！

熊本県山江村の和栗「やまえ栗」を
贅沢に使用した“生”モンブラン
豊かな自然ときれいな水で育った、
良質な熊本県山江村産和栗「やまえ栗」
などを使用。
なめらかな食感と風味豊かな
「熊本産和栗の“生”絞りクリーム」。
濃厚でしっとりとした
「“生”スフレチーズケーキ」。
軽やかな口あたりの
「“生”クリーム」。
低カロリーでこっくりとした
「エバミルキー“生”ムース」。
栗と相性抜群の
「“生”キャラメルソース」。
それぞれが和栗を引き立たせるために考えぬかれた、
こだわりのひと皿です。

・ティー (ice/hot) 〈 下記よりお選びください〉

ダージリン / ディンブラ BOP (セイロンティー) / ウバ (セイロンティー)

・ハーブティー (ice/hot) 〈 下記よりお選びください〉

SET DRINK

ハイビスカスのローズヒップティー / ペパーミントカモミールティー /
ジャスミンティー

・オーガニックコーヒー (ice/hot)
・カフェラテ (ice/hot) [ +100 (税込110) ]
・オレンジジュース
・グレープフルーツジュース

SPECIAL CHRISTMAS DRINK もセットにできます！
(左) りんごのクリスマスチャイ [ +100 (税込110) ]

(右) 焦がしヘーゼルナッツカフェモカ [ +100 (税込110) ]

※原材料高騰につき、一部メニューの価格を変更しております。ご了承ください。

BASIC DESSERT
ベイクド & レア
2 層チーズケーキ
BAKED & RARE CHEESE CAKE

しっとりとした “ベイクド” チーズケー
キと、口どけなめらかな “レア” チー
ズケーキの 2 つの食感と味わいが楽
しめるケーキ。レモンカードソースと
一緒にお召し上がりください。

700 (税込 770)
drink set 1,155 (税込 1,270)

写真はイメージです。

本日のパウンドケーキ クリーム添え

アイスクリームの
エスプレッソがけ

TODAYʼS POUNDCAKE with CREAM

ICE CREAM with ESPRESSO

〈 下記よりお選びください〉

650 (税込 715)
drink set 1,105 (税込 1,215)
+ ラムレーズン +50 (税込

・レモンチェロのウィークエンド

・季節のパウンドケーキ
( 内容はスタッフへお尋ねください)

55)

・ティー (ice/hot) 〈 下記よりお選びください〉

ダージリン / ディンブラ BOP (セイロンティー) / ウバ (セイロンティー)

・ハーブティー (ice/hot) 〈 下記よりお選びください〉

SET DRINK

ハイビスカスのローズヒップティー / ペパーミントカモミールティー /
ジャスミンティー

drink set

630 (税込 693)
1,085 (税込 1,193)

・オーガニックコーヒー (ice/hot)
・カフェラテ (ice/hot) [ +100 (税込110) ]
・オレンジジュース
・グレープフルーツジュース

SPECIAL CHRISTMAS DRINK もセットにできます！
(左) りんごのクリスマスチャイ [ +100 (税込110) ]

(右) 焦がしヘーゼルナッツカフェモカ [ +100 (税込110) ]

※原材料高騰につき、一部メニューの価格を変更しております。ご了承ください。

D R I N K

SEASONAL DRINK
焦がしヘーゼルナッツ
カフェモカ
BURNT HAZELNUT
CAFE MOCHA

ヘーゼルナッツが香る、チョコレート味
のカフェモカ。表面をキャラメリゼする
ことでブリュレのような香ばしさが感じ
られます。

800 (税 込

880)

りんごのクリスマスチャイ
APPLE CHRISTMAS CHAI

チャイのホットする甘さにシナモン香る
りんごコンポートの食感をプラス。シナ
モン、クローブ、ジンジャー、アニスの
香りが全身を包み込みます。

820 (税 込

902)

ORGANIC COFFEE
オーガニックコーヒー

hot/550 (税込 605)
ice/600 (税込 660)

カフェラテ

hot/650 (税込 715)
ice/680 (税込 748)

ORGANIC COFFEE

CAFE LATTE

こだわりの一杯で豊かなコーヒータイムを。

心も体もやわらかに包みこむ、環境に配慮した
“オーガニック” コーヒー。自然の力を精一杯生
かし、丁寧に栽培された有機コーヒー豆を使用
してつくられたコーヒーは、ミルクチョコレートの
ような苦みとコク、爽やかな酸味と芳醇な香りが
ひろがり、心地よい余韻に包まれます。

TEA
ティー

hot/600 (税込 660)
ice/600 (税込 660)

TEA

〈 下記よりお選びください〉
・ダージリン
・ディンブラ BOP (セイロンティー )
・ウバ ( セイロンティー )

ティーラテ
TEA LATTE

hot/680 (税込 748)
ice/680 (税込 748)

ハイビスカスの
ローズヒップティー

hot/700 (税込 770)
ice/700 (税込 770)

HIBISCUS ROSEHIP TEA

ペパーミント
カモミールティー

hot/700 (税込 770)
ice/700 (税込 770)

ジャスミンティー

hot/700 (税込 770)
ice/700 (税込 770)

PEPPERMINT CHAMOMILE TEA

JASMINE TEA

JUICE

NON ALCOHOL

オレンジ

600 (税込 660)

キリン零ICHI

650 (税込 715)

グレープフルーツ

600 (税込 660)

ノンアルコール
スパークリングワイン

700 (税込 770)

ORANGE

GRAPE FRUIT

KIRIN ZEROICHI

NON ALCOHOL SPARKLING WINE

自家製ドライジンジャーエール

750 (税込 825)

コーラ

600 (税込 660)

DRY GINGER ALE

COLA

ALCOHOL
ハートランド

650 (税込 715)

スパークリングワイン

800 (税込 880)

グラスワイン ( 赤 / 白 )

650 (税込 715)

HEARTLAND

SPARKLING WINE

GLASS WINE (red/white)

※原材料高騰につき、一部メニューの価格を変更しております。ご了承ください。

友 達 募 集 中！

カフェ＆ブックス ビブリオテーク

L I N E 公式アカウント

シーズンフェアのご案内のほか、LINEお友だち限定 の
お得なキャンペーン情報 や その日に使えるクーポン 等を随時配信中！
詳しくはLINEにて。ぜひフォローしてください！

LINEの友だち追加方法

LINEアプリの[友だち]メニューより、
画面右上にある[＋]ボタンをタップ

[QRコード]をタップ。コードリーダーで、
上記QRコードをスキャンして完了！

クーポンについて
＊お一人様１回限りのご使用となります。
＊クーポンのみのご利用はできません。
＊メニューをご注文されたご本人様のみ
ご利用いただけます。
＊他クーポンとの併用はできません。

