
OTHER MENUTOAST

SANDWICH

SANDWICH BOX

Saba olive /サバオリーブ     ¥1370
銚子産の脂がのったサバ缶を使用。香り
高いオリーブオイルに生レモンを組合わせ
たシンプルながら大胆なサンドイッチ。
セサミブレッドが香ばしくさらに具材を引
き立てます。

Vegetable /ベジタブル   ¥1390
野菜を摂るって難しい。旨みと栄養をしっ
かり摂りたいなら絶対これです。9 種類
のお野菜がたっぷり詰まったサラダを挟
んだサンドイッチ。

8.

Limited time /期間限定  ¥1430
期間限定のスペシャルなサンドイッチ（ス
タッフにお尋ねください）

9.

Frutta / フルッタ
ミニフルーツサンド         3pc ¥780
オーガニックシュガーのクリームとフルーツの
バランスのとれた甘味で大人でも充分楽しめ
るフルーツサンド。※季節によってフルーツが変
更となります。

10.

Donut sandwich (maple chicken )
ドーナツサンドイッチ(メイプルチキン)
                                                                     ¥790
横浜高島屋店で爆発的に売れたドーナツ
サンド。シュガードーナツ、メイプルと醤
油で味付けしたチキン、洋梨、ケールを
合わせた『甘じょっぱい』の旨みの完成形。

11.

Frutta mix box（togo only）
フルーツサンド詰め合わせ   (要予約/テイクアウトのみ)  
¥2200
※Party 向け（4 名様用）※オーガニック砂糖のクリームと具材
のバランスが最高の、老若男女楽しめるフルーツサンド。※季節
によってフルーツが変更となります。（具材の選択はできません）

12.

Sandwich mix box（togo only）
ミニサンド詰め合わせ(要予約/テイクアウトのみ)  
 ¥2200
※Party（4名様用8P入）FAROの萌断サンドがミニになっ
て集結しました。華やかで楽しいルックスは、ランチパック
としても大勢でのパーティーにも最適です（具材の選択は
できません）

13.

FARO Me /ファーロミー         ¥1390
サーモンフィーレをじっくり焼き上げ、セ
ロリやディルで上品な香りの酸味あるマ
リネに。白ワインにも相性抜群。お魚の
旨味たっぷりなグルメサンドイッチ。

2.

1.

Capri / カプリ              ¥1370
チキンとトマトバジルソースとベジタブ
ル。ジュージーでフルーティーな味わい
です。ライ麦パンと合わせ食べやすい
仕上がりになりました。風光明媚なカプ
リ島を思わせるイタリアンカラーのサンド
イッチ。

3.

Roasty / ロースティー   ¥1410
ほんのり甘くスパイシーなブラウンパンと
ローストビーフとアボカド、カラフル野菜に
オリジナルソースアクセントが絶妙です。
代々木本店オープン以来から絶大人気の
定番アイテム。

4.

Vittorio /ヴィットーリオ    ¥1410
生ハムとマスカルポーネチーズに特製バ
ルサミコソースでお酒にも合う旨み溢れる
サンドイッチ。こだわりルーコラとの相性
も抜群。不動の人気商品です。

5.

Sicily / シチリア            ¥1390
オーブンでふわふわに蒸し焼きしたハーブチ
キンに三浦産のルーコラをたっぷりと挟みま
した。バジルソースとレモンでスッキリと。『森』
をイメージして出来たサンドイッチです。リ
ピーター率高め。

6.

Osutuni /オストゥーニ       ¥1370
パルメザンチーズと卵を練り合わせ、わさ
びマヨネーズをひそませた美味しいサンド
イッチの登場です。ブラウンパンとの相性
も◎！よこすかオープン記念の新アイテム。

7.

Cheese toast  /チーズトースト              ¥830
パンの端を厚くカット、生クリームとたっぷり
のチーズでグラタンのように焼き上げたトース
ト。スタッフ人気アイテム。
※お焼きするのに少々 お時間頂きます

14.

FARO salad /ファーロサラダ          　　　     ¥880
サンドイッチに入っている8種の野菜が美味しいと好評でサラ
ダとしてもお出ししています。自慢の野菜をたっぷりとご賞味く
ださい。ヴィーガンや糖質を気にされている方にお勧めです。

18.

Seasonal（limited） /季節限定サラダ            ¥110019.

Soup /今日のスープ　                         ¥580
季節ごとに内容を変えてご提供。シンプルで素材を活かし
た味にしております。サンドイッチとご一緒にまた to goカッ
プでドリンクのように手軽に栄養も摂れてお勧めです。

20.

French toast/フレンチトースト       ¥980
甘すぎないからパクパクイケてしまうギルティー
な感じがご褒美感満載。代々木本店で人気の
アイテムです。インパクト大。

16.

Toast & salad palate 
トーストプレート                  ¥1490
オープンサンドとして。サラダとパンを分けま
した。定番チーズトーストとサラダをご一緒に。
お得なサンドイッチです。レモンの自家製ド
レッシングがスッキリしていておすすめ。

17.

1

2

3

4

5

8

10

11

13

18

17

6

Shopper / 手さげ紙袋 

小　　¥30  
中　　¥30  
大　　¥50  
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※すべて税込表記です。
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Brownie  / ブラウニー             ¥630

Cheese cake / チーズケーキ    ¥630

Applepie / アップルパイ         ¥630

Coffee jelly / コーヒーゼリー    ¥580
                                                     (季節限定 )

Affogato /アフォガード          ¥600

SWEETS

FARO Blend coffee 
ファーロブレンド                    R ¥450 L ¥520
タンザニアキボー、コロンビアスイートベリー使用。芳醇な
ぶどう系の香り、コクの中にも華やかな香りと甘味もプラス
された都会的でバランスのとれた味に仕上がっています。

Iced coffee
アイスコーヒー                     R ¥480 L ¥580
焙煎士自慢の「本当に美味しい」アイスコーヒー。
サラッと飲めて嫌味のないあと味が心地よいコーヒーです。

Espresso エスプレッソ      ¥350  

Caffè latte  /カフェラテ  HOT  R ¥550  L ¥630   
                                       ICE    R ¥580  L ¥660
Almond Milk Latte 
アーモンドミルクラテ         HOT  R ¥620  L ¥700  
　　　　　　                 ICE    R ¥650  L ¥730

   
                                       

Caffe mocha 
カフェモカ                    HOT  R ¥600  L ¥680

ICE     R ¥630  L ¥720

HOT
Caffè chococolata 
チョコラータ　　　       R ¥600 

ICE   R ¥630                                       

　　　　　　　　　       
Caramel macchiato 
キャラメルマキアート      HOT  R ¥600  L ¥680

ICE     R ¥630  L ¥720

Roast greentea latte 
ほうじ茶ラテ              HOT   R ¥580  
　　　　　　　　         ICE     R ¥630 

TEA

Carlsberg / カールスバーグ  　              ¥790
  
Shibuya Beer /シブヤビール                ¥840
  
MORETTI Non-alcoholic Beer              ¥730
                            モレッティーノンアルコール ビール      
 
Highball /ハイボール JIMBEAM              ¥790
  
Highball / ハイボール 知多                     ¥880 
 
Japanese gin soda 
                             ジャパニーズジンソーダ                                                ¥790
  
Lemon sour/ レモンサワー                  ¥790
  
Mojito / モヒート                                   ¥880
  
White sparkling wine                                          ¥830 
                                       スパークリング缶ワイン・白
  
Rose sparkling wine                                                          ¥830
                                                                      スパークリング缶ワイン・ロゼ 

Hot red wine / ホットワイン （季節限定）    ¥790
                                

COFFEE

Earl Grey  /アールグレイ  HOT ¥580  ICE ¥630

Royal milk tea
ロイヤルミルクティー     HOT ¥600 ICE ¥700
 
Harb Tea  /ハーブティー HOT ¥700 ICE ¥750
  
Chai/ チャイ   　　　  HOT ¥670 ICE ¥700  

JUICE
Milk  /ミルク             HOT  ¥450  ICE ¥500  

Orange  JUICE  /オレンジジュース      ¥500  

Grapefruit JUICE  
グレープフルーツジュース（季節限定）                      ¥500  

Fruit soda  /自家製フルーツソーダ  R ¥670  L ¥770

Ginger ale (homemade)  
自家製ジンジャーエール R ¥670  L ¥770

Hot ginger (homemade)
自家製ホットジンジャー R ¥670  

Pack Juice パックジュース（３種）      ¥350

Vanilla / バニラアイス     シングル  ¥500 ダブル¥580

Chocolate/チョコレート    アイス              シングル  ¥550 ダブル ¥730

Coconut  /ココナッツアイス　シングル     ¥550 ダブル ¥730

ALCOHOL

※ ドリンクサイズ　ホットR：6oz.　L：8oz　アイス　R：12oz　L：16oz

CASSATA COOKIE SANDカッサータクッキーサンド    ¥660
                                                                       　　　　     ( 季節限定 )


