
期間
限定

特定原材料等 28品目 : 小麦・卵・乳成分・大豆

¥1,500

¥1,400

フレンチトースト
マンゴー＆ベリー
FRENCH TOAST MANGO & BERRY

旬のマンゴーと4種のベリーを使用した、
夏季限定のフレンチトースト。

特定原材料等 28品目 : 小麦・卵・乳成分・くるみ・大豆・バナナ

フレンチトースト 
チョコレートバナナ
FRENCH TOAST CHOCOLATE BANANA 

バナナをのせた、生クリームたっぷりのアパレイユに
浸したデニッシュのフレンチトースト。

チョコレートドリンク

CHOCOLATE DRINK

GODIVA café MENU

¥660

G CHOCOLAT RICH EARL GREY (HOT/ICE)

Gショコラ リッチ 
アールグレイ（ホット/アイス）

¥390
G CHOCOLAT (HOT/ICE)
Gショコラ（ホット/アイス）

¥640
G CHOCOLAT RICH (HOT/ICE)
Gショコラ リッチ（ホット/アイス）

orDARK MILK

¥700

G CHOCOLAT RICH ESPRESSO (HOT/ICE)

Gショコラ リッチ 
エスプレッソ（ホット/アイス）

orDARK MILK

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
VIENNOIS
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

BANANA CHOCOLATE CARAMEL BREAD

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%

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%

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%

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%

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%

ショコリキサー

¥610
MOUSSE AU CHOCOLAT
ムースショコラ

*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。

デザート
DESSERT

R ¥693 L ¥795

R ¥693 L ¥795

R ¥693 L ¥795

R ¥693 L ¥795

R ¥693 L ¥795

特定原材料等 28品目 : 乳成分･大豆

特定原材料等 28品目 : 乳成分･大豆

特定原材料等 28品目 : 乳成分･大豆

特定原材料等 28品目 : 乳成分･大豆

※リッチ…Gショコラに対してチョコレートの含有量が多いため 

特定原材料等 28品目 : 小麦･乳成分･大豆

特定原材料等 28品目 : 乳成分･大豆･ゼラチン

特定原材料等 28品目 : 乳成分･大豆･ゼラチン

特定原材料等 28品目 : 乳成分･大豆･ゼラチン

特定原材料等 28品目 : 乳成分･大豆･ゼラチン

※RICH…The content of chocolate is high compared to G chocolat.

特定原材料等 28品目 : 卵･乳成分･大豆

特定原材料等 28品目 : 小麦･乳成分･大豆･バナナ

特定原材料等 28品目 : 小麦･卵･乳成分･大豆

¥400
CHOCOLATE MELON BREAD
チョコメロンパン

表面のサクサク生地に
チョコレートを練りこんだメロンパン。

特定原材料等 28品目 : 小麦･卵･乳成分･ごま･アーモンド･大豆

¥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

COFFEE (HOT/ ICE)

コーヒー
（ホット/ アイス）

CAFE LATTE (HOT/ ICE)

カフェラテ
（ホット/ アイス）

紅茶
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

COFFEE
コーヒー

S ¥350 R ¥390

S ¥380 R ¥420

S ¥470 R ¥530

S ¥520 R ¥580

特定原材料等 28品目 : 乳成分

SOY LATTE (HOT/ ICE)

ソイラテ
（ホット/ アイス）

¥460

¥500

¥480

特定原材料等 28品目 : 大豆

EARL GREY
アールグレイ

（ホット）(HOT)

（アイス）( ICE)

HERB BLEND TEA (Non-ca�eine tea)
・CACAO BERRY
・CACAO MINT

ハーブブレンドティー（ノンカフェイン）
・カカオベリー
・カカオミント

HOJI-CHA CACAO NIB TEA (HOT)
ほうじ茶カカオニブティー（ホット）

特定原材料等 28品目 : りんご

（ホット）(HOT)

モーニングセット
MORNING SET OPEN～ 11:00

ベルギー産の

発酵バターと

パールシュガー使
用

¥630
ベルギーワッフル
チョコレートムース添え
BELGIAN WAFFLES WITH
CHOCOLATE MOUSSE
特定原材料等 28品目 : 小麦・卵・乳成分・大豆

Aセット

¥730
オレンジ
チョコレートクレープ
ORANGE CHOCOLATE CREPE
特定原材料等 28品目 : 小麦・卵・乳成分・オレンジ・大豆・
　　　　　　　　　　  りんご

Bセット

・コーヒー（ホット/アイス）   ・カフェラテ（ホット/アイス） 
・Gショコラ（ホット/アイス） ・紅茶（ホット/アイス）
・ハーブブレンドティー（ホット） カカオベリー または カカオミント

SET DRINK

PARFAIT

FRENCH TOAST

11:00-

11:00-

¥1,700
GATEAU CHOCOLAT AND BANANA 
CHOCOLATE PARFAIT

ガトーショコラとバナナの
チョコレートパフェ

GODIVAオリジナルガトーショコラを使用した
バナナチョコレートパフェ。
食感の異なるさまざまなカカオ食材を組み合わせることで、
リッチなチョコレートテイストを最後のひとくちまで
お楽しみいただけます。

特定原材料等 28品目 : 小麦・卵・乳成分・くるみ・大豆・バナナ・ゼラチン

期間
限定

¥1,980
TROPICAL FRUIT & CHOCOLATE PARFAIT

トロピカルフルーツ＆
チョコレートパフェ

トロピカルフルーツを贅沢に使用した季節限定パフェ。
マンゴー・ライチ・ミックスベリーの甘酸っぱいフルーツに、
 レモンソーダジュレ、アプリコット風味のヨーグルト、
フィアンティーヌ、チョコレートアイスクリーム等を使用し、
様々な食感と味わいをお楽しみいただけます。

特定原材料等 28品目 : 小麦・乳成分・大豆・ゼラチン

CAKE

¥1,300

GATEAU CHOCOLAT (GLASSAGE CHOCOLAT)

ガトーショコラ
（グラサージュショコラ）

特定原材料等28品目:卵・乳成分・小麦・大豆

¥1,400
DARK CHOCOLATE CAKE
ダークチョコレートケーキ

特定原材料等28品目:卵・乳成分・小麦・大豆

¥1,500
CHERRY CHOCOLATE CAKE
チェリーチョコレートケーキ

特定原材料等28品目:卵・乳成分・小麦・大豆・ゼラチン

CAKE SET
ケーキセット

店頭にあるケーキからお選び下さい。
上記の金額に + ¥300でドリンクを
お付けします。

その他、店頭ショーケースよりお選びいただけます。
ケーキの種類は時期により変更になる場合がございます。

セットドリンク ドリンクはこちらからお選びください。

・コーヒー（ホット/アイス）　   　・カフェラテ（ホット/アイス） 

・Gショコラ（ホット/アイス） 　　・紅茶（ホット/アイス） 

・ハーブブレンドティー（ホット） カカオベリー または カカオミント

Summer

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。 230522_N

DESSERT DRINK
MANGO PUDDING

デザートドリンク
マンゴープリン

¥760

Kiriおよびキリはフランス・ベル社の登録商標です

Dessert Drink

KIRIコラボドリンク
第2弾！

DESSERT DRINK UNBAKED
CHEESECAKE

デザートドリンク
レアチーズケーキ

¥800

乳等を主要原料とする食品を使用しています

※フローズンドリンクではありません。

MANGO &
CACAO FRUIT SODA

マンゴー＆
カカオフルーツ
ソーダ

¥700
特定原材料等28品目：りんご
allergens： apple

TROPICAL FRUIT &
CHOCOLATE PARFAIT

トロピカルフルーツ＆
チョコレートパフェ

¥1,980
特定原材料等28品目：
小麦・乳成分・大豆・ゼラチン
allergens：wheat,dairy,soy,gelatin

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

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

こちらの表示価格は消費税 10% 込の金額です。

TROPICAL FRUIT &
CHOCOLATE PARFAIT

トロピカルフルーツ＆
チョコレートパフェ

特定原材料等28品目：小麦、乳成分、
大豆、ゼラチン
allergens：wheat,dairy,soy,gelatin

¥1,980
CHOCOLATE PARFAIT
WITH MASCARPONE AND ORANGE

マスカルポーネとオレンジの
チョコレートパフェ

特定原材料等28品目：小麦、卵、乳成分、
オレンジ、大豆
allergens：wheat,egg,dairy,orange,soy

¥1,700
GATEAU CHOCOLATE AND BANANA

ガトーショコラとバナナの
チョコレートパフェ

特定原材料等28品目：小麦、卵、乳成分、
くるみ、大豆、バナナ、ゼラチン
allergens：wheat,egg,dairy,walnut,
soy,banana,gelatin

¥1,700

夜パフェはじめました

18：00～夜限定

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。

フード
FOOD

・コーヒー（ホット/アイス）   ・カフェラテ（ホット/アイス） 
・Gショコラ（ホット/アイス） ・紅茶（ホット/アイス）
・ハーブブレンドティー（ホット） カカオベリー または カカオミント

※単品メニューのラストオーダーは、閉店時間の1時間前とさせていただきます。

SET DRINK

11:00 ～ 14:00は上記の金額に 
+¥300でドリンク + チョコレート 1個を
お付けします。

LUNCH SET

温玉くるみ蕎麦
HOT EGG WALNUT SOBA NOODLES

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

単品 ¥1,100

トリュフ香るジロール茸と
リコッタチーズのピッツァ
GIROLLE MUSHROOM AND
RICOTTA CHEESE PIZZA WITH
TRUFFLE FLAVOR

特定原材料等28品目 : 小麦・卵・乳成分・大豆・りんご・ゼラチン

単品 ¥1,300

ヘルシーバランスサラダ
HEALTHY BALANCE SALAD

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

単品 ¥950

牛タンと温野菜
カカオカレーソース添え
BEEF TONGUE AND STEAMED VEGETABLES 
WITH CACAO CURRY SAUCE

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

単品 ¥1,500

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。

たっぷりのキノコとリコッタチーズ、ハーブを合わせ、カカオ
ニブをトッピングした香り豊かなピッツァ。

牛タンと色とりどりの温野菜を、カレーソースで食べる温かい
サラダ。こだわりのカレーソースにはココアパウダーやリコッタ
チーズを使用し、スパイシーながら優しい味わいです。

サラダたっぷりの冷製くるみ蕎麦。くるみつゆとカッテージチ
ーズをよくからめてお召し上がり下さい。スパイスやナッツが
香るオリジナルカカオデュカがアクセントです。
＊『デュカ』とは、中東から広まったナッツとスパイスを使った
調味料です。ナッツやスパイスにカカオパウダーを加えて作っ
た、ゴディバカフェオリジナルのスパイスミックスです。

FRENCH TOAST MANGO & 
BERRY

フレンチトースト
マンゴー＆ベリー

¥1,500
特定原材料等28品目：小麦・卵・乳成分・大豆
allergens：wheat,egg,dairy,soy

¥900ハーフ
HALF

230522_N

ハーフ /HALF

ハーフ /HALF

¥900

¥800


