
MON－SAT

cafe  10:00-11:30

Lunch&cafe 11:30-15:00

dinner&cafe 17:00-21:00 
(金.土 17:00-23:00)

cafe  10:00-11:30

Lunch&cafe 11:30-15:00

dinner&cafe 15:00-19:00

L.Oは全てCLOSE60分前です

当店は税別価格となります

WEBSITE

http://cafetowa.com/

SUN

SNS

cafetowa

facebook instgram

FreeWi-Fi

カフェトワ

PASS:cafetowa

SSID:cafetowa

イベント各種.オリジナル酵素.スタッフブログはWEBへ!!

定休日 毎週水曜日,第３火曜日

アレルギーなどございましたらスタッフにお伝えください

店内段差がございますのでお足元にお気を付けください

当店は禁煙です



ランチは全てセットになっております.

酵素ジュースはプレーンかアサイーブレンドからお選びください.

＋ ＋
前菜酵素ジュース メイン

エビ増し+¥150

パスタ・ご飯
大盛り＋￥１５０

当店は税別価格となります



・コーヒー(HOT/ICE)

・ストレートティー(HOT/ICE)      ・レモンティー(HOT/ICE)

・ミルクティー(HOT/ICE)      ・ルイボスティー(HOT/ICE)

・ココア(HOT/ICE) ・ミルク(HOT/ICE)

・レモネード(HOT/ICE) ・レモンスカッシュ

・アイスティーソーダ ・アイスレモンティーソーダ

・酵素ジュース(プレーン) ・towaコーク各種

・コーラ ・ジンジャーエール ・メロンソーダ

・オレンジジュース ・グレープフルーツジュース

・こだわりのベイクドチーズケーキ ￥５００→￥４００

・季節のチーズケーキ

・アイスとワッフル（ハーフ） ￥６００→￥５００

・フルーツとワッフル（ハーフ） ￥７５０→￥６５０

・フライドポテト ￥５５０

・オニオンリング ￥５５０

・オニオンリング＆ポテト ￥６５０

月によって異なります
デザートメニューをご覧ください

ワッフルのソースは,チョコ・キャラメル・メイプルからお選びください.



⒈チーズケーキセット

・こだわりのベイクドチーズケーキset ¥900

・季節のチーズケーキset ¥990

・プレーンスコーンset ¥850

・アールグレイティーのスコーンset                   ¥900

・チョコチップスコーンset ¥900

⒉スコーンセット

(ハチミツ・酵素ジャム付き)

+

+

ドリンクはセットドリンクページからお選び下さい→

チーズケーキ ドリンク

ドリンクスコーン

(ハチミツ・酵素ジャム付き)

(生クリーム付き)

写真はアールグレイティーの
スコーンセットです



・ベーコンエッグワッフルset ¥1,000

・フルーツとワッフルset ¥1,100 ¥1,500

・アイスとワッフルset ¥1,000 ¥1,250

ワッフルソースは,チョコ・キャラメル・メイプルからお選びください.

ドリンクワッフル

+

４ . お 食 事ワ ッ フ ル セ ッ ト

+

お食事ワッフルは,LUNCH TIME(11:30～15:00)中はご利用いただけません.

・サラダシュリンプワッフルset ¥1,200

ワッフルはご注文頂いてから焼き上げる為,少々お時間がかかります.

ワッフルはご注文頂いてから焼き上げる為,少々お時間がかかります.

ドリンクはセットドリンクページからお選び下さい→

写真はフルーツとワッフルセットの
フルサイズです

ワッフル ドリンク

ハーフサイズ フルサイズ

3 . ワ ッ フ ル セ ッ ト



・コーヒー(HOT/ICE)

・ストレートティー(HOT/ICE)      ・レモンティー(HOT/ICE)

・ミルクティー(HOT/ICE)      ・ルイボスティー(HOT/ICE)

・ココア(HOT/ICE) ・ミルク(HOT/ICE)

・レモネード(HOT/ICE) ・レモンスカッシュ

・アイスティソーダ ・アイスレモンティーソーダ

・酵素ジュース(プレーン) ・towaコーク各種

・コーラ ・ジンジャーエール ・メロンソーダ

・オレンジジュース ・グレープフルーツジュース

＋￥２００

・ゆっくりコーヒー ・ロイヤルミルクティー

・酵素ジュース(スペシャル) 

＋￥１５０

・カフェオレ(HOT/ICE)      ・メイプルカフェオレ(HOT/ICE)

・ハニーティーラテ(HOT/ICE)      ・チャイ(HOT/ICE)

・モコア(HOT/ICE) ・バナナシェイク ・クリームソーダ

・酵素ジュース(アサイーブレンド) ・チョコバナナシェイク

・Ko-Soレモネード・季節のオススメドリンク各種

当店は税別価格となります



スーパーフルーツのアサイーと酵素シロップをブレンドしました

酵素ジュースにたくさんの果物が入っています

自家製酵素シロップをソーダで割ったシンプルDRINK

自家製酵素シロップのレモネード



バナナシェイク

チョコバナナシェイク

¥500

¥600

¥550

¥600

TOWAの頭文字にちなんで,色々なものをコーラと混ぜてみました.
オリジナルのコーラをお試しください!!

フレーバーをお選び下さい.

トマト × コーラ オレンジ × コーラ

ココア

モコア
(生クリームがモコモコ乗ったココア)

バニラ × コーラ アサイー × コーラ

当店は税別価格となります



季節で変わるブレンドコーヒー

ハウスブレンドコーヒー

アイスコーヒー

カフェオレ(HOT/ICE)

メイプルカフェオレ(HOT/ICE)
オススメ

ゆっくりコーヒー

約2杯分です.

ゆっくりと過ごされたい方はこちらをどうぞ!!

¥550

¥450

¥600

¥600

¥600

¥800  

ストレートティー(HOT/ICE)

レモンティー(HOT/ICE)

ミルクティー(HOT/ICE)

ルイボスティー(HOT/ICE)

チャイ(HOT/ICE)

黒烏龍茶(HOT/ICE)

アイスティーソーダ

アイスレモンティーソーダ

ハニーティーラテ(HOT/ICE)
オススメ

ロイヤルミルクティー(HOT)

2杯分です.
1杯目が飲み終わったら声をかけて下さい.
熱々をお持ちします.

¥450

¥500

¥500

¥450

¥600

¥450

¥500

¥520

¥600

¥700 

当店は税別価格となります



コカ・コーラ

カナダドライジンジャーエール

メロンソーダ

カルピス

カルピスソーダ

オレンジジュース

グレープフルーツジュース

ウーロン茶

トマトジュース

ミルク(HOT/ICE)

フレッシュレモンスカッシュ

レモネード(HOT/ICE)

ピーチレモネード

サラトガクーラー

シャーリーテンプル

モーニングカクテル

サファイアンクール

ピーチベリーソーダ

ピーチミルクティー

ライムソニック

バージン・アサオレ

バージン・アサグレ



H a n d M a d e

ハーフサイズ フルサイズ

・ワッフルはご注文頂いてから焼き上げる為,少々お時間がかかります.

詳しくは下記をご覧ください.

今月のチーズケーキ

・ワッフルソースはチョコ・キャラメル・メイプルからお選びください.

アイスやフルーツ,生クリームなどを乗せたボリューム満点のワッフル!!

当店は税別価格となります





towaといえばこれ!!

ガーリックが効いた小ぶりなエビを
カリッと揚げました.

ボイルしたエビをオリジナルの
トマトソースにつけて召し上がれ!!

一度食べたら病みつき♡
写真はカクテルシュリンプ

フルサイズです

ハワイのローカルフード♪
大ぶりなエビを

日本人になじみのある味にアレンジ.
どんなシーンにもオススメです!!

揚げたエビをオリジナルのマヨネーズソースで仕上げています.



当店は税別価格となります



¥750

¥1,000

1P ¥800

2P ¥1,400

3P～+ ¥700

¥850

¥900

¥750

¥200



¥550

¥650

¥550

¥800

¥650

¥800

¥700

¥400

¥600

¥600

¥750

¥350

¥1,100

¥350

¥350

¥550

¥750

¥900

¥900

¥700

¥900

当店は税別価格となります



＋

＋ ＋
デザート

ドリンク サラダ

・コーヒー（HOT/ICE) ・紅茶(HOT/ICE) ・ルイボスティー(HOT/ICE) 
・レモネード(HOT/ICE)・コーラ・ジンジャーエール・メロンソーダ

・オレンジジュース・レモンスカッシュ・アイスティソーダ
・酵素ジュース(プレーン・アサイー)

・ベイクドチーズケーキとアイスの盛り合わせ
・フルーツとワッフル ハーフ(チョコ・キャラメル・メイプル)

ライス

＋

＋＋

ライス

サラダ

サラダ

サラダドリンク

ドリンク



当店は税別価格となります



・コーヒー（HOT/ICE) ・紅茶(HOT/ICE) ・ルイボスティー(HOT/ICE) 
・レモネード(HOT/ICE)・コーラ・ジンジャーエール・メロンソーダ

・オレンジジュース・レモンスカッシュ・アイスティソーダ
・酵素ジュース(プレーン・アサイー)

・ベイクドチーズケーキとアイスの盛り合わせ
・フルーツとワッフル ハーフ(チョコ・キャラメル・メイプル)

当店は税別価格となります



＋
お好きなアルコール おつまみ



でっかいグラスのカクテルにcoronaがささった
大容量で飲みごたえ抜群!!のリゾートカクテル

マルガリータ×コロナ

キュバーリブレ×コロナ

メロンカクテル×コロナ

当店は税別価格となります



¥600

¥650

¥650

¥650

¥450

¥600

¥650

¥650

¥700

¥500

¥500

¥750

¥800

¥450

¥1,500

¥450

¥450

¥450

¥450

¥550

¥700

¥500

¥550

当店は税別価格となります



ALL¥600 ALL¥500

ALL¥500 ALL¥650

メニューにないものも作れますので,
スタッフにお声がけください.



FOODは全てシェアスタイルでのご提供となります

当日可能プラン

～気軽に楽しめるお試しプラン～ FOOD４品 + ２時間飲み放題

平日限定!!

学生証の提示をお願いします FOOD4品 + ２時間飲み放題

～towaの人気商品も付いた,お気軽プラン～ FOOD６品 + ２時間飲み放題

・２名様～ ８名様 ・ご利用の際は、はじめにお申し付けください

・フードはついておりません ・人数分のフードオーダーをお願いしております

2名様～ 延長３０分 ￥５００

～お手軽プラン～ FOOD４品 ドリンクはついておりません.

～towaの人気商品も付いたお気軽プラン～ FOOD６品 ドリンクはついておりません.



ご予約プラン

～前菜からお肉、デザートまでついたお得なゆっくりプラン～ FOOD６品 + ３時間飲み放題

～食べ物がしっかりついた、欲張りプラン～ FOOD７品 + ２時間飲み放題

おまかせフード(メインをお選びいただけます) + ２時間飲み放題

ご予約は２日前までお願いします 2名様～ 延長３０分 ￥５００

全てのプランのお料理は、季節により変更となる場合があります.

また苦手なもの、アレルギーなどございましたらお気軽にお申し付けください.

ご予約の人数変更やプラン変更、キャンセルは前日までにお願い致します.

当日のキャンセルは、キャンセル料を頂戴しておりますので予めご了承ください.

プロジェクターもございます.その他、ご希望に合わせたプランなど相談承ります.

20名様から貸切可能です.結婚パーティーや２次会や同窓会など

仲間だけの空間でパーティーはいかがですか？



https://cafetowa.com/

