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カフェデリ
プレート

 ライ麦パン
￥250

おすすめ
もう１品！

ご一緒にどうぞ！

パンかご飯を
お選びいただけます
※パンを選んだ場合味噌汁はつきません

ハーブソルトとバターで焼きあげました。サワークリームを
使ったソースとご一緒にお召し上がりください。

サーモンのオーブン焼き    　  ￥1,400単品
◆カフェデリプレート(デリ4種、ご飯、味噌汁付 ) 1,950

Uunilohi
ウーニロヒ

単品
◆カフェデリプレート(デリ4種、ご飯、味噌汁付 ) ￥1,950
ミートボールのクリームソース　　 ￥1,400

やさしい味のクリームソースとベリーの甘酸っぱさがマッチした
北欧でもなじみ深い料理です。

Lihapullat
リハプッラ

フィンランドフェアプレート　￥2,500
迷ったらこちら！フィンランドフェアのメニューを
堪能できるプレートです。

Suomi-lautanen
スオミ ラウタネン

単品鶏むね肉のロースト ポルチーニクリームソース　　￥1,350
◆カフェデリプレート(デリ4種、ご飯、味噌汁付 )　￥1,900

フィンランドでは鶏のむね肉がよく食べられています。
ポルチーニが香るクリーミーなソースと鶏むね肉の相性ぴったりな一品です。

Kanaa sienikastikkeella
カナー シエニカスティッケーッラ 

Oikia OATIS

木曜日は

エンドウ豆のスープ　　  ￥700
木曜日のスープとも称されるフィンランドの
伝統的な豆スープです。

Hernekeitto
ヘルネケイット

豆スープとパンケーキの日

フィンランドパンケーキ　 ￥950
フィンランド伝統スイーツの四角いパンケーキ。
リンゴンベリーのジャムといっしょにめしあがれ。

Pannukakku
パンヌカック

フィンランドでは古くから木曜日のメニューとして  
パンケーキと豆スープを食べる週間があります。



フィンランドでサウナから出て
飲むものといえばビール！
フィンランドのビールを保温性
の高いソープストーンのビアグ
ラスでお楽しみください。

ラピン・クルタ ￥000
フィンランドビール

ソープストーンのビアグラスで

ジンとグレープフルーツをソーダ
で割った、フィンランドのカクテル。
フィンランドで最初にロンケロを
販売したのがHartwall 社です。

ロンケロ ￥000
フィンランドカクテル

ハートウォール・
オリジナルロングドリンク 
ハートウォール・
オリジナルロングドリンク 

ALCOHOL

世界で一番最初に誕生したグル
テンフリーのビール。真っ白な泡
が楽しめる黄金色のフルモルト
ビールは、モルトとフレッシュホッ
プが調和したコクのある味わい
です。

Kukkoビール 
PILS  ￥000

クラフトビール

Kukkoビール
IPA ￥000

クラフトビール

ホップを多く使用した、上面発
酵のフルモルトビール。ドライ
ホッピング製法により豊かなフ
ローラルホップが香るビールで
す。

ジンとグレープフルーツをソーダで割った
フィンランドのカクテル。 フィンランドで最初に
ロンケロを販売したのがHartwall 社です。

フィンランドカクテル ロンケロ  ￥750

ロンケロ(Lonkero)
Hartwall Original Long Drink

ハートウォール・オリジナルロングドリンク ハートウォール・オリジナルロングドリンク 

ALCOHOL

世界で一番最初に誕生したグルテンフリー
のビール。真っ白い泡が楽しめる黄金色の
フルモルトビールはモルトとフレッシュホップ
が調和したコクのある味わいです。

Kukko 
Kukko Olut PILS 

PILS  ￥950

クッコ オルトゥ ピルス

Kukko IPA ￥950

クッコ オルトゥ アイピーエー
Kukko Olut IPA

ホップを多く使用した上面発酵のフルモルト
ビール。ドライホッピング製法により、豊かな
フローラルホップが香るビールです。

さわやかでスパイシーなカルダモンが香るドーナツ。
ふわふわとした食感を堪能あれ。

カルダモンドーナツ￥500
Munkki
ムンッキ

フィンランドをはじめ北欧諸国では
オープンサンドがポピュラーな食べ方！

エビマヨエッグ＆スモークサーモン
オープンサンド￥900
Voileipa・・
ヴォレイパ

フィンランドといえばベリー！
見た目も鮮やかな赤いゼリーです。

ベリーのゼリー￥650
リンゴンベリークリームのせ

Marjahyytelo
マルヤヒューテロ

フィンランドコーヒー￥600
フィンランドを代表するコーヒーの銘柄
「ロバートパウリグコーヒー」を使用。
100%アラビカ種の豆を、深すぎず
浅すぎずの焙煎で特製を最大限
引き出し飲みやすさを追求した
「本当にフィンランドらしい」
コーヒーです。

カルダモン
ドーナツ＆
フィンランド
コーヒーセット
￥950

Suomi-kahvi
スオミ カハヴィ

￥550

ブルーベリーの一種で、ブルーベリーの
原種。通常のブルーベリーの約6倍の
アントシアニンが含まれています。

いわゆるコケモモ。北欧をはじめとする
ヨーロッパの寒冷地で自生しているため、
地域の人 に々親しまれてきました。

ビオキアは、1973年フィンランド北部の
森の中にあるスオムサルミという小さな町で
設立された、kiantama社のブランドです。 
「 ピュア・ ヘルシー・ フェア」をミッションに、
手作業により厳選された厳しい品質管理の
もと、ベリ ー製品開発をしています。人の手を
加えず、北欧の厳しい自然環境下で育つため
本来植物が持っている栄養分や有効成分の
バランスが整っていると言われている
ワイル ドフー ドになります。 

ビオキアは、1973年フィンランド北部の
森の中にあるスオムサルミという小さな町で
設立された、kiantama社のブランドです。 
「 ピュア・ ヘルシー・ フェア」をミッションに、
手作業により厳選された厳しい品質管理の
もと、ベリ ー製品開発をしています。人の手を
加えず、北欧の厳しい自然環境下で育つため
本来植物が持っている栄養分や有効成分の
バランスが整っていると言われている
ワイル ドフー ドになります。 

オーガニック
リンゴンベリーのソーダ

￥550

オーガニック
ビルベリーのソーダ

￥550

ビルベリーの
スムージー

オーガニック

￥900ビルベリービルベリー

リンゴンベリー

￥900

リンゴンベリーの
スムージー

オーガニック

スモークサーモンの塩気がおいしい。
フレンチドレッシングでお召し上がりください。

スモークサーモンサラダ 　　    ￥1,050
Savulohisalaatti
サヴロヒサラーッティ

プリっとジューシーな食感。
食べ応え抜群のソーセージです。

大きなソーセージ 　　　　　　　￥950
Makkara
マッカラ

フィンランドのクリスマスパイ ￥450
プルーンのジャムがのったフィンランドのクリスマスパイ。

Joulutorttu
ヨウルトゥルットゥ
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ひき肉とマカロニの素朴なスタイル。
パン粉をのせて焼き上げました。

フィンランド風マカロニのグラタン   ￥800
Makaronilaatikko
マカロニラーティッコ

フィンランドの

森の音に包まれなが
ら

楽しむのがおすすめ！

ベリーのゼリー

オーツミルクの
パンナコッタ

リンゴンベリー
クリーム

フィンランドの森パフェ￥950
Suomalainen metsa -pafe
スオマライネン メッツァ パフェ

・・

フィンランドのベリータルトをイメージしたパフェ。
「イッタラ」のグラスで、フィンランドの森でたくさん
とれるベリーやオーツミルク、アイスクリームなど
フィンランドにちなんだ食材をたっぷり楽しめます。

一般的なジンと比べて
ライ麦由来の甘さと
ハーブ感が強めなのが
特徴です。

フィンランドジン
キュロナプエ 

キュロナプエ
Kyro Napue

ジンバック
キュロナプエ

￥950

KYRO GIN

ジンリッキー
キュロナプエ

￥950

KYRO GIN

ジントニック
キュロナプエ

￥950

KYRO GIN


