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Please choose chocolate from the showcase

コーヒー＆チョコレートセット

COFFEE &
CHOCOLATE SET

カカオドリンク

CACAO DRINK

¥570

カカオ果汁を使用した甘酸っぱい爽やかなソーダ。

CACAO FRUIT SODA

カカオフルーツソーダ

¥570

チョコレートをソーダで楽しむ新しいドリンク。

CACAO SODA
カカオソーダ

¥660

チョコレートとアールグレイで すっきりとした後味。
CACAO EARL GREY (HOT/ ICED)
カカオアールグレイ（ホット/アイス）

¥640
CACAO MILK (HOT/ ICED)
カカオミルク（ホット/アイス）

orDARK MILK

¥700

GODIVAならではの濃厚なカフェモカです。

CACAO CAFÉ LATTE (HOT/ ICED)
カカオカフェラテ（ホット/アイス）

おすすめ

orDARK MILK

¥530

エスプレッソのように楽しむ濃厚なカカオドリンク。

CACAO ESPRESSO (HOT)
カカオエスプレッソ（ホット）

おすすめ

orDARK MILK

コーヒー ＋ チョコレート
Sサイズ Mサイズ Lサイズ

¥550 ¥590 ¥630
（ホット/アイス）

コーヒー ＋ トリュフ
Sサイズ Mサイズ Lサイズ

¥660 ¥700 ¥740
（ホット/アイス）

チョコレートはショーケースよりお選びください

COFFEE (HOT/ICED)
+ CHOCOLATE

COFFEE (HOT/ICED) + TRUFFE

¥350 ¥390 ¥430
Sサイズ Mサイズ Lサイズ

GODIVA BLEND COFFEE
(HOT/ ICED)

ゴディバブレンドコーヒー
（ホット/アイス）

カフェラテよりもしっかりとした
エスプレッソを味わえる、クリーミーな
口当たりのホットドリンク。

FLAT WHITE (HOT)
フラットホワイト（ホット） ¥480 ¥540 ¥600

Sサイズ Mサイズ Lサイズ

CAFE LATTE (HOT/ ICED)
カフェラテ（ホット/アイス） ¥470 ¥530 ¥590

Sサイズ Mサイズ Lサイズ

¥300 ¥390
シングル ダブル

コーヒー＆エスプレッソ

COFFEE &
ESPRESSO

+¥50 ミルクを変更 Change milk

ソイミルクSOY
MILK soy milk

LONDON LATTE (HOT/ ICED)  

ロンドンラテ
（ホット/アイス）

アールグレイにハーブをミックスした
スパイスミルクティー。

¥630 ¥690 ¥750
Sサイズ Mサイズ Lサイズ

EARL GREY (HOT)
アールグレイ（ホット） ¥460

Mサイズ

HOJI-CHA CACAO NIB TEA (HOT)

ほうじ茶カカオニブティー
（ホット）

¥500
Mサイズ

ICED TEA
アイスティー ¥380 ¥420 ¥460

Sサイズ Mサイズ Lサイズ

紅茶
TEA

※ノンカフェインのお茶 *Non-ca�eine tea

ハーブティー
HERB TEA

¥700
ELDER FLOWER LEMONADE
エルダーフラワーレモネード

エルダーフラワーのコーディアルシロップを使用した
優しいレモネード。

¥700
RASPBERRY TEA SODA
ラズベリーティーソーダ

ラズベリーのコーディアルシロップを使用したティーソーダ。

¥600
SPICY GINGER ALE
スパイシージンジャーエール

ソーダ
SODA

写真はイメージです

¥2,600

アルコール

ALCOHOL ※店内飲食のみ

モエアンペリアル
ベビー 200ml
MOET IMPÉRIAL BABY
200ml

※オリジナルブレンド *Original blend

CACAO BERRY (HOT)
カカオベリー（ホット） ¥440

Mサイズ

※オリジナルブレンド *Original blend

CACAO MINT (HOT)
カカオミント（ホット） ¥440

Mサイズ

Listed price includs 10% tax. Take out tax rate will be at 8%.

こちらの表示価格は消費税 10%込の金額です。
テイクアウトの場合は合計金額が変わります。

Products vary depending on the time of day.

パン
BREAD

時期・時間帯によって販売商品は異なります。

¥350
GODIVA VIENNOIS
GODIVA ヴィエノワ

北海道産の小麦とバター、北海道美瑛の牛乳で
仕込んだ生地に、チョコチップを混ぜて焼きあげました。

¥550

GODIVA BANANA CHOCOLATE CARAMEL BREAD

GODIVAバナナチョコレート
キャラメルブレッド

キャラメルチョコとバナナを生地に練りこんで焼き上げた、
食べ応えのあるパンです。

CHOCOLIXIR

CHOCOLIXIR DARK CHOCOLATE
CACAO 99%

ショコリキサー
ダークチョコレート
カカオ 99%

ハイカカオチョコレートの大胆さと
まろやかさの絶妙なバランス。

¥662 ¥774
レギュラー ラージ

CHOCOLIXIR DARK CHOCOLATE
CACAO 72%

ショコリキサー
ダークチョコレート
カカオ 72%

今までにないコク・深みと砕かれた
ダークチョコレートの食感。

¥662 ¥774
レギュラー ラージ

CHOCOLIXIR MILK CHOCOLATE
CACAO 50%

ショコリキサー
ミルクチョコレート
カカオ 50%

まろやかなミルクの味わいと
しっかりとしたカカオ感。

¥662 ¥774
レギュラー ラージ

CHOCOLIXIR MILK CHOCOLATE
CACAO 31%

ショコリキサー
ミルクチョコレート
カカオ 31%

風味豊かでリッチなミルクチョコレートドリンク。

¥662 ¥774
レギュラー ラージ

CHOCOLIXIR WHITE CHOCOLATE
CACAO 27%

ショコリキサー
ホワイトチョコレート
カカオ 27%

ホワイトチョコレートのまろやかで
ミルキーな優しい味わい。

¥662 ¥774
レギュラー ラージ

ショコリキサー

こちらの表示価格は消費税 10% 込の金額です。テイクアウトの場合は合計金額が変わります。

ステッカー
プレゼント

HAPIDANBUI CACAO MILK COLD HAPIDANBUI CACAO MILK HOT

はぴだんぶい
カカオミルク ホット

allergens: dairy, soy
特定原材料等28品目 : 乳成分・大豆

allergens: dairy, soy
特定原材料等28品目 : 乳成分・大豆

はぴだんぶいのゴディバカフェオリジナルステッカーと
スリーブがついたカカオドリンク。

なめらかなホイップを添えた期間限定品です。

はぴだんぶい
カカオミルク アイス

L633488

880¥ ＜10％税込＞ 880¥ ＜10％税込＞

allergens: dairy , soy
特定原材料等28品目 : 乳成分・大豆

770¥ ＜10％税込＞

MILK CHOCOLATE MARRON LATTE HOT

GODIVA
ミルクチョコレート
マロンラテ   ホット

こちらの表示価格は消費税 10% 込の金額です。 テイクアウトの場合は合計金額が変わります。

allergens: wheat , egg , dairy , soy
特定原材料等28品目 : 小麦・卵・乳成分・大豆

1,600¥ ＜10％税込＞

GODIVA CHOCOLATE
MARRON PARFAIT

GODIVA
チョコレート
マロンパフェ

※店内飲食のみ *For eat-in only

allergens: dairy , soy
特定原材料等28品目 : 乳成分・大豆

770¥ ＜10％税込＞

MILK CHOCOLATE MARRON LATTE COLD

GODIVA
ミルクチョコレート
マロンラテ  アイス

Marron

ESPRESSO (HOT)
エスプレッソ（ホット）

LUNCH
SOBA

SALAD

リコッタチーズと
サバのカレー蕎麦

※店内飲食のみ
＊For eat-in only

特定原材料等28品目 : 小麦、そば、卵、乳成分、さば、大豆

メニュー監修

Olga Akhunova（オルガ アクノバ）
トップモデルとして世界中で活躍。現在はパーソナルトレーナーをつとめる傍ら、ボディービルの競技会に
参加し、数々の大会で入賞。2021年には「マッスルゲート・ジャパンカップ」で日本チャンピオンとなる。
トレーニングだけでなくバランスの良い食事を重要と考え、日常生活のパフォーマンスを最大化するため
に、美味しくヘルシーなフードメニューの開発に力を注いでいる。

福井コラボ

GODIVA café× 福井県 「蕎麦やすたけ」
福井県蕎麦コラボレーションメニュー第２弾は、福井県の蕎麦名店
ランキング第１位に輝いた「蕎麦やすたけ」との共同開発メニュー
です。
福井県は在来種の蕎麦産地であり、その味が濃く、香り高い蕎麦を
使って、製粉から作られています。「蕎麦やすたけ」では、お蕎麦
だけでなく、福井の地のものを大切にしたお料理を沢山食べる
ことができます。福井県を訪れた時は是非行ってみてください。

福井県蕎麦の名店「蕎麦やすたけ」との共同開発
メニュー。マイタケやサバを使用した秋の味覚の
温かいカレー蕎麦。
独自のスパイスを配合させたまろやかなカレーに
リコッタチーズを合わせました。

栄養士Olga Akhunova氏監修。
栄養バランスを考えて作られた食べ応えのある
サラダです。
アボカド・キヌア・ビーツなど15品目以上の食材を
使用しています。甘酸っぱいカカオ果汁を使った
ヴィネグレットドレッシングでお召し上がりください。

こちらの表示価格は消費税 10% 込の金額です。 テイクアウトの場合は合計金額が変わります。

¥950

ヘルシー
バランスサラダ

特定原材料等28品目 : 小麦・乳成分・落花生・アーモンド・
カシューナッツ・ごま・大豆・鶏肉

¥880

CURRY SOBA WITH RICOTTA CHEESE
AND MACKEREL

HEALTHY BALANCE SALAD

COFFEE (HOT/ ICED)

TEA (HOT/ ICED)

モーニング

MORNING

¥500

¥630

8:00-11:00

ワッフル 1 個&ドリンク
1 WAFFLE & DRINK

ワッフル 2個&ドリンク
2 WAFFLES & DRINK

ドリンクをお選びください

・コーヒー（ホット/アイス）

・紅茶（ホット/アイス）

¥610
MOUSSE AU CHOCOLAT
ムースショコラ

¥1,500
GODIVA CHOCOLATE PARFAIT
GODIVA チョコレートパフェ

ゴディバのチョコレートを使用したソフトクリームやジュレ、
ローストオーツやカカオニブを何層にも重ねました。
たっぷりのホイップと生チョコレートに
キャラメリゼしたバナナを添えて。

*For eat-in only※店内飲食のみ

*For eat-in only※店内飲食のみ

ゴディバのエグゼクティブ・シェフ・パティシエ・
ショコラティエ、 ヤニック・シュヴォローによる
GODIVA café限定のスペシャルスイーツ

スイーツ

SWEETS

¥1,400

GODIVA Brulee french toast framboise

GODIVA ブリュレフレンチトースト
フランボワーズ

フレンチトースト

FRENCH TOAST

GODIVACafe オリジナルのフレンチトースト。
アパレイユにカカオミルクを使用し、
オーブンで焼き上げた後に表面をブリュレしています。
フランボワーズの心地よい酸味とチョコレートソースの
マリアージュをお楽しみください。

¥1,400

GODIVA Brulee french toast framboise

GODIVAブリュレフレンチトースト
バナナ 

GODIVACafe オリジナルのフレンチトースト。
アパレイユにカカオミルクを使用し、
オーブンで焼き上げた後に表面をブリュレしています。
フランボワーズの心地よい酸味とチョコレートソースの
マリアージュをお楽しみください。

11:00-

2209_T,M,N

Mサイズ+¥40 Lサイズ +¥80
※コーヒーとアイスティーはサイズ変更できます。


