café 1886 at Bosch

MORNING
MONDAY - FRIDAY
8:00 - 11:00

Set A

・・・・・・・・・・・・・・

600

Drink / Toast / Sausages

Set B

・・・・・・・・・・・・・・

750

Drink / Toast / Sausages / Soft-Boiled Egg

ドリンク / トースト / ソーセージ

ドリンク / トースト / ソーセージ / ソフトボイルドエッグ

Please choose your set drink
from the list on the right side:

・café 1886 at Bosch Blend Blend
< Dark Roast >（Hot/Iced)

カフェ 1886 アット ボッシュ オリジナルブレンド
< ダークロースト >（Hot/Iced)

・Hot Tea <“Ronnefeldt” Darjeeling Summer Gold>
ホットティー < ダージリン サマーゴールド >

セットのドリンクは右記よりお選び下さい

・Iced Tea <Golden Earl Gray>

アイスティー＜ゴールデンアールグレイ >

“Ronnefeldt” Darjeeling Summer Gold ・・・ 450
café 1886 at Bosch Blend

<Dark Roast> ・・・・ 400

カフェ 1886 アット ボッシュ ブレンド < ダークロースト >
ボッシュのオリジナルブレンドをブリューワーで抽出

Iced Coffee

“Ronnefeldt” Wellness ・・・・・・・・・・・ 450

<Dark Roast> ・・・・・・・・・・・・ 400

アイスコーヒー < ダークロースト >
ボッシュのオリジナルブレンド < ダークロースト > をアイスで

Espresso ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 350
エスプレッソ
ボッシュのオリジナルブレンドを使用したエスプレッソ

Flat White <Original Style> ・・・・・・・・・ 500
フラットホワイト < オリジナル スタイル >
エスプレッソとミルクに、蜂蜜・ココナッツオイルで香り付け

Café Latte ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 450
カフェラテ
エスプレッソとミルクを合わせたカフェラテ
ホットではラテアートも楽しめます

Iced Café Latte

ダージリン サマーゴールド
夏摘みダージリンの爽やかな渋みと繊細な香り

ウェルネス
ルイボスがベースのブレンドハーブティー
美容と健康を考えてブレンドされた一品

“Ronnefeldt” Fruity Chamomile ・・・・・・ 450
フルーティーカモミール
カモミールの優しい味わいとオレンジの
フルーティーな香りのブレンドハーブティー

Iced Tea

<Golden Earl Grey> ・・・・・・・・・・・ 450

アイスティー < ゴールデン アールグレイ >
秋摘みダージリンにベルガモットの香りをブレンドした
爽やかなアールグレイ

・・・・・・・・・・・・・・・ 450

アイスカフェラテ
エスプレッソとミルクを合わせたカフェラテのアイス

Cappucci ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 450
カプチーノ
エスプレッソとミルクをあわせクリーミーに仕上げたカプチーノ

Apple Juice ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600
アップルジュース
完熟したドイツ産リンゴを 100％使用した自然搾りのアップルジュース

Red Grape Juice ・・・・・・・・・・・・・・・ 650
Hot Cocoa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600

赤ブドウジュース
赤ワイン用品種のブドウで造られた濃厚な 100% ブドウジュース

Iced Cocoa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600

Sparkling Water

ホットココア
厳選したチョコソースを使ったシナモン香るココア
アイスココア
厳選したチョコソースを使ったココアをアイスで

スパークリングウォーター ・・・・・・・・・・・・・・ 500
硬度 10ｍｇ/L の軟水で、口当たりなめらかな天然炭酸水 [Lurisia]

< すべて税込み >

café 1886 at Bosch

LUNCH
MONDAY - FRIDAY
11:00 - 14:00

SLAVA スラバ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 850
オーバークライナー / マッシュポテト / ザワークラウト / ライブレッド

WIEN ウィーン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 850
ハムカツ / クミンキャベツ / 雑穀、ローストオーツブレッド

VEG ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 700
ファラフェル / ニンジンのラペ / 紫キャベツ / 雑穀、ローストオーツブレッド

FALAFEL ファラフェル

SEASONAL SANDWICH 期間限定サンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ASK

SLAVA

WIEN

FALAFEL

Drink

Drink

Drink

ドリンク

ドリンク

ドリンク

Salad

French Fries
with Herb (EXTRA FRIES!)

+ 200
サラダ

ハーブフレイバードポテト（増量！）

+ 400

+ 400

Set Drinks

セットのドリンクは下記よりお選び下さい。

・café 1886 at Bosch Blend < Dark Roast >（Hot)

・Iced Coffee < Dark Roast >

・Hot Tea <“Ronnefeldt” Darjeeling Summer Gold>

・Iced Tea <“Ronnefeldt” Golden Earl Gray>

カフェ 1886 アットボッシュブレンド < ダークロースト >（Hot)
ホットティー < ダージリン サマーゴールド >

VEG 野菜のみを使用したメニューとなります

アイスコーヒー < ダークロースト >

アイスティー＜ゴールデンアールグレイ >

< すべて税込み >

café 1886 at Bosch

TEA TIME

MONDAY - FRIDAY
SATURDAY & SUNDAY

14:00 - 18:00
11:00 - 18:00

SLAVA スラバ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 850
オーバークライナー / マッシュポテト / ザワークラウト / ライブレッド

WIEN ウィーン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 850
ハムカツ / クミンキャベツ / 雑穀、ローストオーツブレッド

FALAFEL ファラフェル

VEG ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 700

ファラフェル / ニンジンのラペ / 紫キャベツ / 雑穀、
ローストオーツブレッド

SEASONAL SANDWICH 期間限定サンド

SLAVA

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ASK

WIEN

Baumkuchen Brûlée with Vanilla Ice Cream ・・500

バウムクーヘンブリュレ バニラアイス添え
「バウムクーヘン」を café 1886 at Bosch にてアレンジ。
外はパリパリ、中はフワフワの食感に。

FALAFEL

Profiterole ・・・・・・・・・・・・・・・・・・700
プロフィットロール
中心に入っているシュー生地には、オレンジシナモン風味の
カスタードクリーム入り。甘すぎないさっぱりとした味わいに。

Set Drinks (+200)

セットのドリンクは下記よりお選び下さい。

・café 1886 at Bosch Blend < Dark Roast >（Hot)

・Iced Coffee < Dark Roast >

・Hot Tea <“Ronnefeldt” Darjeeling Summer Gold>

・Iced Tea <Golden Earl Gray>

カフェ 1886 アットボッシュブレンド < ダークロースト >（Hot)
ホットティー < ダージリン サマーゴールド >

VEG 野菜のみを使用したメニューとなります

アイスコーヒー < ダークロースト >

アイスティー＜ゴールデンアールグレイ >

< すべて税込み >

café 1886 at Bosch

DINNER
18:00 - LAST

SLAVA スラバ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 850
オーバークライナー / マッシュポテト / ザワークラウト / ライブレッド

WIEN ウィーン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 850
ハムカツ / クミンキャベツ / 雑穀、ローストオーツブレッド

VEG ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 700
ファラフェル / ニンジンのラペ / 紫キャベツ / 雑穀、ローストオーツブレッド

FALAFEL ファラフェル

SEASONAL SANDWICH 期間限定サンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ASK

SLAVA

WIEN

FALAFEL

Drink ドリンク
・café 1886 at Bosch Blend <Dark Roast>（Hot)

・Iced Coffee <Dark Roast>

・Hot Tea <“Ronnefeldt” Darjeeling Summer Gold>

・Iced Tea <Golden Earl Gray>

カフェ 1886 アットボッシュブレンド < ダークロースト >（Hot)
ホットティー < ダージリン サマーゴールド >

+ 200

アイスコーヒー < ダークロースト >

アイスティー＜ゴールデンアールグレイ >

Beer ビール

Wine ワイン

Löwenbräu <Draft>

Glass Wine (Red / White)

+ 400

+ 500

Salad

French Fries
with Herb (EXTRA FRIES!)

レーベンブロイ < ドラフト >

サラダ

+ 200

VEG 野菜のみを使用したメニューとなります

グラスワイン（赤・白）

ハーブフレイバードポテト（増量！）

+ 200

< すべて税込み >

café 1886 at Bosch

A LA CARTE
recommended!

Sausages with Butter Ketchup and Curry Powder ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 750
ソーセージ & バターケチャップ、
カレーパウダー
ドイツで人気のカリーブルストを café 1886 at Bosch バージョンにアレンジ。

Ham and Cumin Cabbage ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 700
ハムとクミンキャベツ
当カフェ自慢の「放牧ハム」を使用。クミンキャベツとお召し上がり下さい。

French Fries with Herb & Garlic ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 650
ハーブフレーバーフライドポテト
ローズマリーが香るクリスピーフライドポテトに、フライドガーリック付き。

Thick-Cut Semi-Hard Cheese

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 500

セミハードチーズの厚切り
厚切りのゴーダチーズを使用。ワインやビールとご一緒に。

Hard-Boiled Salad ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600
ハードボイルドなサラダ
サルサ、マッシュポテト、クミンキャベツ、ニンジンのラペ、紫キャベツの盛り合わせ。ホードにボイルしたゆで卵を乗せて。

Marinated Olives and Beer Sausages ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600

オリーブとビアブルストのマリネ
「ビアブルスト」とオリーブは、ワインやビールなどのアルコールと相性抜群！

Mushroom and Cheese Cream Soup ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600
きのことチーズのクリームスープ
ごろっときのこが入った、濃厚チーズのクリームスープです。

Today’s Toast ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 400
本日のパン
もう一品少しだけ食べたい・・・という方におすすめ。

Baumkuchen Brûlée with Vanilla Ice Cream ・・500

バウムクーヘンブリュレ バニラアイス添え
「バウムクーヘン」を café 1886 at Bosch にてアレンジ。
外はパリパリ、中はフワフワの食感に。

Profiterole ・・・・・・・・・・・・・・・・・・700
プロフィットロール
中心に入っているシュー生地には、オレンジシナモン風味の
カスタードクリーム入り。甘すぎないさっぱりとした味わいに。

< すべて税込み >

café 1886 at Bosch

DRINK

Cocoa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600
ココア
厳選したチョコソースを使ったシナモン香るココア

café 1886 at Bosch Blend

<Dark Roast> ・・・・・ 400

カフェ 1886 アットボッシュ ブレンド < ダークロースト >
ボッシュのオリジナルブレンドをブリューワーで抽出

café 1886 at Bosch Blend <Light Roast / Hand-Drip> ・・ 500

Iced Cocoa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600
アイスココア
厳選したチョコソースを使ったココアをアイスで

カフェ 1886 アットボッシュ ブレンド < ライトロースト / ハンドドリップ >
ボッシュのオリジナルブレンドをハンドドリップで抽出

Iced Coffee

<Dark Roast> ・・・・・・・・・・・・ 400

アイスコーヒー < ダークロースト >
ボッシュのオリジナルブレンド < ダークロースト > をアイスで

Espresso ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 350
エスプレッソ
ボッシュのオリジナルブレンドを使用したエスプレッソ

Flat White

<Original Style> ・・・・・・・・・・・ 500
フラットホワイト < オリジナルスタイル >
蜂蜜とココナッツオイルがほのかに香る特別なフラットホワイト

Café Latte・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 450
カフェラテ
エスプレッソとミルクを合わせたカフェラテ
ホットではラテアートも楽しめます

Iced Café Latte ・・・・・・・・・・・・・・・・ 450
アイスカフェラテ
エスプレッソとミルクを合わせたカフェラテのアイス

Cappuccino ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 450
カプチーノ
エスプレットとミルクをあわせクリーミーに仕上げたカプチーノ

Hugo ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600
フーゴ
マスカットやライチのような香りのエルダーフラワーと
フレッシュミントの爽やかなノンアルコールカクテル

Drei Farben ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 650

ドライ ファルベン
パインジュース / グレナデンシロップ / ソーダ / ミックスベリー
「三色」という意味のカクテル。ドイツ国旗をイメージ

Blau ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 650
ブラウ
ブルーキュラソー / グレープフルーツジュース / ソーダ
ドイツ語で「青」の意味。色鮮やかで甘い味に仕上げました。

Apple Juice ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600
アップルジュース
完熟したドイツ産リンゴを 100％使用した自然搾りのアップルジュース

Red Grape Juice ・・・・・・・・・・・・・・・ 600
赤ブドウジュース
赤ワイン用品種のブドウで造られた濃厚な 100% ブドウジュース

“Ronnefeldt” Darjeeling Summer Gold ・・・ 450
ダージリン サマーゴールド
夏摘みダージリンの爽やかな渋みと繊細な香り

“Ronnefeldt” Wellness ・・・・・・・・・・・ 450
ウェルネス
ルイボスがベースのブレンドハーブティー
美容と健康を考えてブレンドされた一品

Sparkling Water ・・・・・・・・・・・・・・・ 500
スパークリングウォーター
硬度 10ｍｇ/L の軟水で、口当たりなめらかな天然炭酸水 [Lurisia]

Seasonal Smoothie ・・・・・・・・・・・・・・ 650
季節限定スムージー
季節限定のスムージー。種類はスタッフまでお尋ね下さい。

“Ronnefeldt” Fruity Chamomile・・・・・・・ 450
フルーティーカモミール
カモミールの優しい味わいとオレンジの
フルーティーな香りのブレンドハーブティー

Iced Tea

<Golden Earl Grey> ・・・・・・・・・・・ 450

アイスティー < ゴールデン アールグレイ >
秋摘みダージリンにベルガモットの香りをブレンドした
爽やかなアールグレイ
Dry Farben

Blau

< すべて税込み >

café 1886 at Bosch

BEER | WINE | COCKTAIL

Löwenbräu <Draft> ・・・・・・・・・・・・・ 600

レーベンブロイ < ドラフト >
産地：ドイツ , ミュンヘン
創業 600 年を超えるドイツの代表的なビール。
麦芽 100％ ならではの芳醇な香りとまろやかなコク

Glass Wine <White> ・・・・・・・・・・・・・ 700
グラスワイン < 白 >
銘柄につきましては、スタッフまでお問い合わせ下さい

Paulaner Hefe-Weißbier <Bottle> ・・・・・・ 800

パウラーナー ・ヘフェ・ヴァイス < ボトル >
産地：ドイツ , ミュンヘン
50％以上の小麦を使用したヴァイスビール。
口に含んだ際、苦味がほとんどなく、程よい甘さが口の中に残る。
爽やかでフルーティーなアロマが特徴

Old Engine Oil <Bottle> ・・・・・・・・・・・ 900

Glass Wine <Red> ・・・・・・・・・・・・・・ 700
グラスワイン < 赤 >
銘柄につきましては、スタッフまでお問い合わせ下さい

Bottled Wine ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ASK
ボトルワイン

オールドエンジンオイル < ボトル >
産地：スコットランド , ハイランド
ホップの苦味に、ビターチョコレート、
シガレット・スモーク、ブラウンシュガーを思わせるほのかな甘み。

Bitburger Drive <Non-Alcohol> ・・・・・・・ 500

ビットブルガードライブ < ノンアルコール >
産地：ドイツ , ラインラント
伝統的ドイツ純粋令にのっとった製法で一度ビールに仕上げた後、
アルコール分だけを取り除くことによって、
ビール本来の味わいをそのままボトリング

Jäger

イエガー

Tiffin

ドイツでは定番のハーブリキュール

Tonic ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600
トニック

Orange ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600

ティフィン

紅茶の香りのリキュール。女性に人気！

Cassis Tea ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600
カシスティー
＋カシス

オレンジ

Milk ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600

Ice Shot ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300

＋ミルク

ミルク

アイスショット

Tiger ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600
タイガー

＋オレンジ

Jäger Tonic

Wine
Kir

キール

ワイン

Jäger Orange

Ice Shot

当店おすすめの白ワインをカクテルに

Tiffin
Cassis Tea

Tiffin Milk

Tiffin Tiger

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 700

白ワイン＋カシス

< すべて税込み >

café 1886 at Bosch

WINE

ボトルワイン
（白）
Schambachhof Cuvee Caprice ・・・・・・・・・・・・・・ 4200
シャンバッハホーフ キュヴェ カプリス
産地：バーデン 品種：ミュラー・トゥルガウ・ヴァイスブルグンダー、ジルヴァーナー
穏やかでバランスの良い辛口 有機栽培

Staatsweingut Weinsberg Justinus K ・・・・・・・・・・ 5200
シュターツヴァイングート ヴァインスベルク
産地：ヴュルテンベルク 品種：ケルナー
かすかなマスカット香をもつ優美なケルナー

ユスティヌス K

Neipperg Riesling Trocken ・・・・・・・・・・・・・・・・ 5200
ナイペルク リースリング トロッケン
産地：ヴュルテンベルク 品種：リースリング
キリッと引きしまった辛口リースリング

ボトルワイン
（赤）
Rappenhof Dornfelder Halbtrocken ・・・・・・・・・・・ 4200
ラッペンホーフ ドルンフェルダー ハルプトロッケン
産地：ラインヘッセン 品種：ドルンフェルダー
柔らかい口当たりで甘くふくよかな果実味がたっぷり

Schambachhof Les Freres Rouges ・・・・・・・・・・・・ 4800
シャンバッハホーフ レ・フレール・ルージュ
産地：バーデン 品種：４種のブレンド
果実味に富みバランスに優れたバーデンの赤

Schlossgut Hohenbeilstein Lemberger Trocken ・・・・・・ 5200
シュロスグート ホーエンバイルシュタイン レンベルガー
産地：ヴュルテンベルク 品種：レンベルガー
凝縮した果実味、エレガントで気品のある酸味の伝統品種

トロッケン

< すべて税込み >

