FIKA CAFÉ Lagom

Sweets & Pastry

10:00 - 18:00
Takeaway - 18:30

Eat-in/Takeaway/Allergen

タルトフロマージュ

470

479

北海道産クリームチーズを�種類ブレンド。
オレンジリキュールが香る軽いクリームに、仕上げの
ペコリーノチーズの香ばしい塩味がアクセント。

Tarte au Fromage
Blended with two kinds of Hokkaido cream cheese.
The light cream with a hint of orange liqueur is accented with
the savory saltiness of Pecorino cheese.

ガトー・ショコラ

479

ケーキセット

1,100

濃厚でしっとりしたフランス産チョコレートとくるみの
食感。カルダモンクリームの香りが良いスパイスに。

タルトフロマージュ、ガトーショコラのうちひと品と
ドリンクのお得なセット。

470

Gâteau au Chocolat
Rich and moist French chocolate and walnuts texture.
Accented with the aroma of cardamom cream.

-

Cake&Drink
A good-value set of one tarte fromage or gateau chocolat
and a drink.

セットドリンクはこちらからお選びください。
- 紅茶 ＊紅茶メニューより
- ブレンドコーヒー
- マイルドコーヒー
- アイスコーヒー
- カプチーノ
- カフェラテ

セムラ

-

＊おかわりのドリンクは���円です。

スウェーデンの 伝 統 菓 子 。カルダモンやシナモン、
アーモンドの風 味 を味 わって。

スコーン

北海道産小麦きたほなみ
全粒粉を使用。

・プレーン
・アーモンド＆チーズ
・抹茶

350

357

試行錯誤を繰り返して
行き着いた自慢の一品。

＊��時ごろ店頭へ並びます。

365
430
420

・プレーン / 塩

モッカニースタン

・４ヶ入

マリオットブランド創業者の
奥様オリジナルレシピアレンジ。

各

295

ハッロングロットル

ハッロン＝ラズベリー、
グロットル＝洞窟。
ホロっとした
食感が魅力のスウェーデンでﬁkaによく食べられるお菓子。

・� 枚入

シンプルだからこそ、小麦本来の風味を香ばしく感じる
バゲットを香り良いバターを使ってラスクに。

フィナンシェ ベリー

しっとりさにラズベリーとピスタチオナッツがアクセント。

フリアン

・� ヶ入

いくつでもいける人気のお茶菓子。

アイリッシュウイスキークリーム
ロイヤルミルクティーソフト

290

-Plain
-Almond & Cheese
-Matcha green tea

Scone
Made with Hokkaido whole
wheat flour Kitahonami.

＊Eat-in only, served with clotted cream and jam.

Cannelé de Bordeaux

Finally reached our best -Plain/
recipe through trial & error Irish whiskey Cream

Royal Milk Tea

＊They will be in stores around 11:00 a.m.

Allie’s Brownies
Based on The recipe from the founder of Marriott’s wife.
Arrangement of his wife's original recipe.

357

カカオの香りとサクッとした食感の北欧スウェーデンのお菓子。

フランスパンラスク

260
325
315

・プレーン
各
305 300
/ アイリッシュウイスキー
クリームロイヤルミルクティ

アリーのブラウニー

SEMLA
Traditional Swedish pastry. Enjoy the flavors of cardamom,
cinnamon, and almonds.

＊イートインのみクローテッドクリームとジャムを添えております。
＊今夏発売

カヌレ ド ボルドー

Please choose your set drink here.
- Tea ＊From the Tea Menu - Elderflower juice
- Blended coffee
- 100% Apple Juice
- Mild coffee
- 100% Orange Juice
- Iced coffee
- 100% Grapefruit Juice
- Cappuccino
- Milk
- Cappuccino / Cafe Latte ＊385 yen for rifill.

エルダーフラワージュース
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
ミルク

224

350

Mockanystan

-4 pcs.

A Scandinavian Swedish pastry with the aroma of
cocoa and a crispy texture.

220

Hallongrottor
Hallon = raspberry, grottle = cave. The texture of the
"hollowness" is a common snack for fika in Sweden.

305

300

Baguette Rusk

-5 pcs.

simply made with the baguette to enjoy the original flavor
of wheat. Accented with aromatic butter.

265

260

Financier Berry
Moist and accented with raspberries and pistachios.

336

330

Friand

427

420

Irish Whiskey Cream
Royal milk tea
Soft serve ice cream (Non-Alcoholic)

人気の紅茶アイリッシュウイスキークリームをミルクで
煮出したラゴムオリジナルのソフトクリーム。

Popular black tea Irish whiskey cream simmered in milk.
Lagom's original soft serve ice cream.

＊お酒は含まれておりません。

＊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

-5 pcs.

Popular small baked sweets. You feel like you could eat
this forever.

イートイン

テイクアウト

Eat-in/10%, Takeaway /8%）＊All prices (JPY) include consumption tax.

FIKA CAFÉ Lagom
Tarte au Fromage

Gâteau au Chocolat

チーズが好きな方へ。

しっかりとしたカカオの香りを感じて。

For cheese lovers.

Enjoy the fresh aroma of cocoa.

SEMLA
スウェーデンで最も有名なお菓子のひとつ。
無糖のクリームが本場だが、わずかに加糖してより美味しく。

Unsweetened cream is used originally, but it is slightly
sweetened to make it even tastier.

Financier Berry

Baguette Rusk

ﬁka にぴったり。

自慢のバゲットをラスクに。

Perfect for fika.

Made of our signature
baguette

Mockanystan
Allie’s Brownies

モカの毛玉という
スウェーデンのお菓子。

フランス産岩塩を
使用した塩ブラウニーも
良く合います。

Swedish pastry called
Chocolate Furball

French rock salt is
used for Salt Brownie.

Hallongrottor
ラズベリーの洞窟という
スウェーデンのお菓子。

Swedish pastry called
Raspberry Cave

Friand
しっとりしていて
焦がしバターの香り良い。

Scone
Plain
Matcha
Almond & Cheese

Moist and rich in aroma
of brown butter.

北海道産小麦
きたほなみを使用。

Made from Hokkaido
wheat Kitahonami

＊今夏発売

Cannelé de Bordeaux

バニラとラム酒の香る贅沢なお菓子。

Luxurious pastry scented with vanilla and rum.

(Non-Alcoholic)
Irish Whiskey Cream
Royal milk tea Soft serve ice cream
アイリッシュウイスキーと、カカオ、クリームの香り漂う通好み。

Enjoy the aromatic acquired taste of Irish whiskey, cocoa and cream.

FIKA CAFÉ Lagom

Lagom’s Specialty
2
1

＊すべて�日前までのご予約商品です。

1

タルト フリュイ

2

ガトー ショコラ フレーズ

��cm

バニラビーンズたっぷりアーモンドとカスタードの
クリームに、柑橘フルーツたっぷりのタルトです。

カカオの風味良いスポンジ生地に、
フランス産のチョコレートを使用した
クリームでデコレーション。

スモーガス トルタ

3

北欧でお祝い事にお母さんが作る
甘くないサンドイッチケーキ。
専用の全粒粉食パンに��種類
以上の素材とサーモンやエビと
生ハム。
サワークリームチーズで
デコレーション。
軽いオードブルにも。

ガトー フレーズ

4

卵の濃厚な風味が自慢のスポンジ生地
ジェノワーズと、苺をたっぷりサンド。

＊ Reservation required for all items at least 3 days in advance

Takeaway / Allergen

�号

3,300

Tarte aux Fruits

-20cm

This tart is filled with vanilla bean-filled
almond and custard cream and citrus fruits.

�号

3,300
4,200
5,300

Gâteau Chocolat-Fraise -12cm

��cm

3,800

Smörgåstårta

�号

Almond & Custard Cream filled with
vanilla beans, Plenty of Citrus fruits

小麦胚芽食パン

サワークリームチーズ

きゅうり /
バッカラマンテカート
［タラのミルク煮］
トマト /
ソフトサラミ

紫キャベツ /
アボカドポテトサラダ

�号
�号
�号

Wheat germ bread
Sour cream cheese
Cucumber/
Baccara mantecato
［Cod stewed in milk］
Tomato/
Soft salami
Purple cabbage/
Avocado Potato Salad

2,900
3,800
4,900

-18cm
-12cm

Unsweetened sandwich cakes traditionally
made by mothers for celebrations
in Scandinavia.
More than 10 different ingredients are
sandwiched between whole grain breads.
Topped with salmon, shrimp and prosciutto
ham and decorated with sour cream cheese.
It also can be appetizer.

Gâteau aux Fraises
Sponge dough with rich flavor of eggs
Sandwiched with plenty of genoise
and strawberries

＊メッセージプレートは無料でご用意いたしますので、
ご相談ください。

-15cm

-12cm
-15cm
-18cm

＊ Message plates are available free of charge, please contact us.

4
3

＊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

イートイン

テイクアウト

Eat-in/10%, Takeaway /8%）＊All prices (JPY) include consumption tax.

