
Coffee & Beverage

FIKA CAFÉ Lagom

徳光珈琲 ラゴム専用ブレンド。産地はグァテマラ、コロンビア、
ケニア、ペルー、エチオピア、インドネシアの良質な豆をブレンド。
ほ ど 良 い 酸 味 と 果 実 味 が あ ふ れ る 芳 醇 な 一 杯 。
ラ テ は 函 館 の 生 乳 を 使 用 し た ミ ル キ ー な テ イ ス ト が 特 徴 。

＊すべての価格（円単位）は 消費税を含めて表示しております。（消費税　　 　　　/10%,　 　　　  /8%）＊All prices (JPY) include consumption tax.
イートイン テイクアウト

ブ レ ン ド コ ー ヒ ー
マ イ ル ド コ ー ヒ ー
デ カ フ ェ イ ン コ ー ヒ ー
エ ス プ レ ッ ソ
エ ス プ レ ッ ソ
ア イ ス コ ー ヒ ー

Single Shot

Double Shot

660

605

660

550

770

770

648

594

  -

  -

  -

756

カ フ ェ ラ テ
カ プ チ ー ノ
カ フ ェ モ カ
キ ャ ラ メ ル ラ テ

660

715

715
715

648

702

702
702

ミ ル ク 440 432
乳脂肪分 � .�％以上の函館の生乳。

Hot or Cold

Hot or Ice

Hot or Ice

Hot or Ice

Single Shot

Double Shot

Hot or Cold

Hot or Ice

Hot or Ice

Hot or Ice

Eat-in/Takeaway

Espresso

decaffeinated Coffee

Medium Roasted Coffee

Light Roasted Coffee

Espresso

Iced Coffee

Cafe Latte

Cappuccino

Cafe Mocha

Caramel Latte

Milk

Eat-in/Takeaway

エルダーフラワージュース

マスカットのようなさわやかで清涼感のあるジュース。北欧や
ヨーロッパで広く親しまれているエルダーフラワーというハーブ

（花）。エキスをコーディアル（シロップ）にしたもので、抗菌
作用もあり、色々な飲み物と合わせて楽しめる。

アップル ���% ジュース
オレンジ ���% ジュース
グレープフルーツ ���% ジュース
ペプシ
北海道ジンジャーエール
ペリエ ���ml

605

550

550

550

550

605

594

540

  -
  -

  -605

540

540

ElderFlower Herb Juice

100% Apple Juice

100% Orange Juice

100% Grapefruit Juice

Pepsi

Hokkaido Ginger Ale

Perrier  300ml

エルダーフラワー

Our Co�ee is a Tokumitsu Co�ee”Lagom”exclusive blend.
It is a blend of high quality co�ee beans from Guatemala, Columbia, Peru,
Kenya, Etiopin, and Indonesia.
Please enjoy the mellow blend, full of fruity �avors and moderate sourness.

Refreshing, cool, muscat-like juice. Made from elder�ower,
which is herb widely popular in Scandinavia and Europe. 

ElderFlower 
Herb Juice

Raw milk from Hakodate with a milk fat content of at least 3.7%.

Eat-in Takeaway



苦みとコクのあるエスプレッソと、
ミルキーな函館牛乳との味わいが
最高です。

おすすめのお菓子。

カプチーノ / Cappuccino

ブレンドコーヒー / Medium Roasted Coffee 

FIKA CAFÉ Lagom

Medium Roasted Coffee 

Cannelé de Bordeaux

Iced Coffee / Iced Cafe Latte

Cappuccino

SEMLA

Bitter and rich espresso with a
good taste of milk.

Recomemended Sweets.

果実味を感じる香り。
コクと酸味、フルーティーさを感じる一杯。

�lled with fruity aroma. rich and baranced acidic taste.

(Ice) コーヒー / Iced Coffee
カフェラテ (Ice) / Iced Cafe Latte

コーヒー豆を多く挽いて抽出した自慢の (Ice) です。

Recommended iced blend with plenty of co�ee beans.

＊今夏発売



FIKA CAFÉ Lagom

Eat-in/Takeaway

設立から���年の歴史あるドイツの紅茶メーカー
ロンネフェルト。国内�つ星級のホテルは
もちろん、世界で認められた紅茶です。

Tea & Japanese Tea

The German tea maker, 
Ronnefelds has 180 years history.
Selected and loved by not only in japan’s
5-star hotels but all over the world.

Made with exclusive picked tea leaves by the 
Japanese tea speciality store”Gyokusuien”.

Sencha

Gyokuro

Matcha latte

 with baked sweets 

 with baked sweets 

Hot or Ice

夏の時期に積まれたしっかりとした味わい。
水色・味わい・香りともに充実したダージリン。

伝統的な自然農法で栽培されたアッサムティー。
最高の香りが生じる時に収穫されたコクのある紅茶。

スリランカ産の紅茶の中で最高級品。セイロンの���ヘクター
ルのプランテージで栽培された豊かな香りと味わいが人気。

茶葉を生乳でじっくりと煮出した香り高い人気の逸品。

繊細なダージリンの茶葉にベルガモットの香りを
ブレンド。上品でしっかりとした味わいが特徴。

アッサムティーがベースでカカオの甘い香りとウイスキー
の芳醇な味わいをブレンド。ロンネフェルト人気の一品。

雑味のないクリアなルイボスティー。
プレーンタイプなのでお食事とご一緒に。

ダージリンサマーゴールド

アッサムバリ

イングリッシュブレックファースト

＊アイスティーもお選びいただけます。

アールグレイ

アイリッシュウイスキークリーム

ルイボス

シーズナルティー

アイリッシュウイスキークリーム

スタッフへお尋ねください。

ロイヤルミルクティ

880

880

880

880

880

880

825

990

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

972

煎 茶

玉 露

抹 茶 ラ テ

日本茶専門店、玉翠園厳選の茶葉を使用。

＊抹茶は提供直前に点てております。

小菓子付き

小菓子付き

660

880   -

  -

770 756

Darjeeling Summer Gold

Assam Bari

English Breakfast
The Hihgest grade tea produced in Sri lanka. Cultivated in
a 250 ha plantation. Popular for its rich aroma and �avor.

Darjeeling picked in summer with rich �avor, color, and aroma.

The Assam Bari is naturally culivated in a traditional way.
Timely picked when the tea leaves produce it’s richest aroma.

Earl Grey

Irish Whiskey Cream

Rooibos Tea

Seasonal Tea

Irish Whiskey Cream Royal Milk Tea

A blend of the subtle �avor of Darjeeling tea and the aroma
of Bergamont. For those who like a rich and elegant �avor.

Assam tea-based blend with sweet aroma of cacao and rich �avor
of whiskey. One of Ronnefeldt’s popular �avors.

The simplest Roobois tea. Please enjoy the smooth �avor
with your meals.

Please ask the sta�.

A popular milk tea with a rich aroma of black tea leaves that
are carefully boiled with raw milk.

＊ Iced tea is also available.

＊ The matcha is brewed just before serving.

Hot or Cold

＊お酒は含まれておりません。

＊お酒は含まれておりません。

＊Non-Alcoholic

＊Non-Alcoholic

＊すべての価格（円単位）は 消費税を含めて表示しております。（消費税　　 　　　/10%,　 　　　  /8%）＊All prices (JPY) include consumption tax.
イートイン テイクアウト

Eat-in Takeaway



ロンネフェルトより指導をいただいた美味しい紅茶の抽出方法で提供しています。
まず沸騰したお湯をティーポットに注いで温めます。茶葉により分量を変え、
沸騰し立てのお湯を一定量注ぎます。ティータイマーが飲み頃の抽出時間が
来たことを教えてくれます。

ロンネフェルトティー / Ronnefeldt Tea

FIKA CAFÉ Lagom

We o�er delicious tea based on the brewing method instructed by Ronnefeldt.
First, pour boiling water into a teapot and warm it. The amount of tea leaves is varied
according to the tea leaves. Pour a �xed amount of freshly boiled water into the teapot. 
The tea timer tells you when the best time to enjoy is for brewing the tea has arrived.

日本茶専門店［玉翆園］の茶葉を使用して、指導の下、それぞれ適温でお茶を
淹れております。抹茶は提供の直前に点て、風味を活かした本来の苦みと香り
を函館牛乳と合わせて提供しています。

抹茶ラテ・玉露・煎茶［玉翆園］/ Matcha Latte.Gyokuro.Sencha

Tea leaves from are from Japanese tea specialty store [Gyokusuien]. 
The tea is boiled at the proper temperature in the method of Gyokusuien.
We brew tea at the proper temperature under the guidance of our sta�.
Matcha is brewed just before serving to bring out the original bitterness and �avor.
It is served with Hakodate milk. 

Ronnefeldt Tea

Gyokuro

Matcha Latte

Scone / Eat-in



FIKA CAFÉ Lagom

Hokkaido wheat
Kitahonami is used.

334ml   ALC5%

330ml   ALC5%

330ml   ALC7%

330ml   ALC5%

Beer & Alcoholic

Eat-in

Eat-in / Allergen

1,100 I.P.A
Refreshing and citrus-like aroma
American hops are abundantly used.
Attractive and popular Pale Ale
in its brilliant aroma and 
strong bitterness

1,100 Brown Ale
Savory and brilliant aroma of
caramel molt & hop
Dark beer with rich �avor of
ale yeast and smooth taste of
low alcohol content Enjoy the
harmony between richness and
smoothness.

935 Otaru Dark
Dark lager used roasted molt
Savory aroma with moderate
bitterness and a hint of sweetness

660 Sapporo Black Label
Black Label is focused on Draft.
Enjoy the refreshing sourness
and aftertaste.

Raisins and 2 types of seasonings,
black pepper & cinnamon
on our signature baguette

880
Wine by the glass [red / white]

Don Romero Cava Brut

THE GLENLIVET AGED 12years

CHIVAS REGAL AGED 12years

WILD TURKEY AGED 8 YEARS

NORTH ISLAND BEER

660 Raisins & butter on baguette

12years    ALC40°

12years    ALC40°

8years    ALC50°

柑橘類のような爽やかな香りの
アメリカンホップを贅沢に使用。
鮮烈な香りと強い苦みが人気の
はまる魅力を持つペールエール。

I.P.A

カラメル麦芽の香ばしさと、
ホップの華やかな香り。
エール酵母ならではの芳醇な
コクがある。
アルコール度数も軽めで、
飲みやすさと味わい深さが
調和したまろやかな
ブラウンビール。

ブラウンエール

焙煎麦芽を使用したコクのある
褐色のラガー。
香ばしい香りで程よい苦みと
ほのかな甘さが特徴。

小樽麦酒  オタルダーク

生のうまさにこだわる黒ラベル。
さわやかな酸味と後味の良さが特徴。

サッポロ  黒ラベル

グラスワイン［ 赤 / 白 ］

ドン ロメロ カヴァ ブリュット

グレンリベット

シーバスリーガル

ワイルドターキー

ノースアイランドビール
BEER

WINE

WHISKEY

レーズン＆バター
APPETIZERS

スパークリングワイン

自慢のバゲットに、レーズン、
ブラックペッパーとシナモンの
２種類をのせて。

＊By the glass

＊By the glass

Sparkling wine

グラス各

1,100グラス各
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