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香ばしアーモンドのブランマンジェ 400円（税込）

ローストしたアーモンドの香り

を移したミルキーなブランマン

ジェ

94

アーモンドウインナーコーヒー 680円（税込）

純生クリームにアーモンドの

プラリネペーストを混ぜたデ

ザート感覚のコーヒー

95

クラッシュアーモンドチョコスティック 450円（税込）

アーモンドのザクザク食感と

生チョコのなめらかさが織り

なすチョコレート

96

アーモンドとあまおうの

クリームリゾット　生ハム添え
1,480円（税込）

苺とチーズの旨味を閉じ込

めたリゾットに香ばしいアー

モンドを香りと食感のアクセ

ントに加えて

97

アーモンドとマグレ鴨のロースト

ハチミツ風味
1,500円（税込）

アーモンドとハチミツで仕上

げた、香ばしいローストダック
98

フレーバーラテ ～アーモンド～ 680円（税込）

アーモンドシロップ、砕いたア

ーモンドを加えた挽きたてエ

スプレッソのラテ

99

自家製アーモンドペーストの

アーモンドラテ
605円（税込）

アーモンドを自家製ペースト

にして、きび砂糖とエスプレ

ッソで美味しいラテに

100

アーモンドプラリネの生チョコタルト 605円（税込）

カラメルをまとわせてプラリネ

にしたアーモンドを生チョコタ

ルトに乗せた濃厚で贅沢な

一品

101

アーモンドとモッツァレラチーズと

ケールのサラダ
990円（税込）

自家製アーモンドシーザード

レッシングが新鮮！アーモン

ドとモッツァレラチーズがたっ

ぷりなサラダ

102

贅沢アーモンドのミルクパンケーキ 1,750円（税込）

キャラメリゼしたアーモンドを

ふんだんに使用。仕上げに

は濃厚クリームソースをお好

みで

103

アーモンドタルト

赤ワインクリーム添え
750円（税込）

アーモンドたっぷりのタルトに

赤ワインクリームを添えた大

人のデザート

104

鶏もも肉のアーモンド

香草バター焼き
825円（税込）

香草バターとたっぷりトッピン

グされたアーモンドの食感と

香りが楽しめる一品

105

アーモンドショコララテ 680円（税込）

自家製アーモンドミルクとス

イートチョコレートを使用した

濃厚なラテ

106

アーモンドクリスピーチキン 600円（税込）

アーモンドベースの香味だれ

に一晩つけ、アーモンド衣で

揚げた、さくさくなクリスピー

チキン

107

キャラメルアーモンドのオレンジパイ 800円（税込）

アーモンドを練り込んだパイ

生地にブランデー煮のオレン

ジとキャラメルソースをかけて

108

福岡

福岡

福岡

福岡

福岡

自他ともに認める大の飛行

機好きオーナーが運営する、

「飛行機」をコンセプトにし

たカフェバー。店内には飛行

機に関する書籍や様々な

絵が飾られるなど、至る所

に飛行機の要素があふれて

います。

本場のイタリアを彷彿させ

るお洒落な内装と開放的

なテラスが特徴のバル。イタ

リア仕込みのシェフが、素

材と味にこだわった本格イタ

リアンを提供しています。

若者の多いエリアで本格的

な料理をカジュアルに楽し

んで貰いたいという思いで

営まれる、福岡・今泉の大

人カフェ。厳選された食材

ベストな調理法で提供して

います。

「多様なスタイル・人と共に

変化し続ける、街のカフェ」

をコンセプトに20年以上続

く人気カフェです。

インテリアに拘った路地裏カ

フェ。くつろぎの空間で落ち

着いたひと時を味わえます

。

375 cafe bar
福岡県福岡市中央区大

宮2-1-31 U/TERRACE 1F

https://www.instagram.c

om/375.sng.cafe/

Bar Vita 天神店
福岡市中央区今泉2-5-

17

https://www.instagram.c

om/barvita_tenjin/

café&dining HAPPYHILL
福岡県福岡市中央区今

泉1-7-21

https://happyhill-

fukuoka.owst.jp/

CORDUROY café
福岡市中央区大名1-15-

35 大名247ビル 4F-A

http://corduroy-

cafe.com/

dai-tu

福岡県福岡市中央区春

吉2-13-4 

ジェンティーレ天神Ⅱ 1F-A

https://www.instagram.c

om/dai_tu/
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キャラメルアーモンドミルクラテ 650円（税込）
自家製キャラメルとアーモン

ドミルクが相性抜群のラテ
109

キャラメルアーモンドシュー 320円（税込）

アーモンド、カスタード、キャラ

メルと3種類のクリームを贅

沢に配合したシュー

110

アーモンド焼き込みタルト 350円（税込）

ショコラタルトの甘味とコーヒ

ーのビターな味、アーモンドの

香ばしさが絶妙にマリアージ

ュ

111

アーモンドベリースコーン 250円（税込）

香ばしいアーモンドとベリー・

ホワイトチョコのサクサクなス

コーン

112

アーモンドチョコバナナケーキ 350円（税込）
カリカリなアーモンドとバナナ

を使った濃厚なチョコケーキ
113

キャラメルアーモンドラテ 650円（税込）

人気のキャラメルラテに贅沢

にアーモンドをトッピングして

バージョンアップ

114

サバの竜田揚げと彩り野菜

~アーモンド入り焦がしバターソース~
1,300円（税込）

サバとお野菜を焦がしバター

ソースで。ソースに砕いたアー

モンドがアクセント

115

ごろごろアーモンド入り衣の

フライドチキン
1,300円（税込）

砕いたアーモンドをたっぷり

衣に加えたサクサクなフライ

ドチキン

116

キャラメルアーモンドタルト 650円（税込）

甘さとほろ苦さのキャラメル

にたっぷりのアーモンドを使っ

たタルト。バニラアイス添え

117

キャラメルバナナのアーモンドケーキ 350円（税込）
アーモンド×バナナ×キャラメ

ルの相性が抜群のスイーツ
118

チョコレートのテリーヌ

～たっぷりアーモンド添え～
540円（税込）

生チョコのような濃厚チョコ

ケーキ。アーモンドの風味と

食感をアクセントに

119

アーモンドとチョコのフレンチトースト 800円（税込）

ローストしたアーモンドがたっ

ぷりなフレンチト－スト。バニ

ラアイスと一緒に

120

アーモンド塩キャラメル 1個120円（税込）
アーモンドの食感を感じられ

る塩味のキャラメル
121

アーモンドとチョコレートクッキー 2個入り170円（税込）
香ばしいアーモンドの風味が

香るチョコレートのクッキー
122

アーモンドのババロアと

アンズのムース
520円（税込）

アーモンドから抽出したエキ

スを使ったババロア
123

福岡

福岡

福岡

福岡

福岡

開放感のある店内でゆった

りとした時間が過ごせるカフ

ェ。店舗には工房が併設さ

れ、自家製スイーツに力を

入れています。

本格的なコーヒーと焼き菓

子を味わえるスタイリッシュ

なカフェ。店内の至る所に

飛行機モチーフのデザインが

施されており、まるで旅をし

ているような気分を味わえ

ます。

お昼も夜も、地元産の食

材を中心に使用した定食

を食べられるカフェ。 

店名には、「旅をするように

人生を楽しもう」という意味

が込められています。

旬の食材を使って作るパテ

ィシエ特製スイーツと、その

スイーツに合わせてブレンドさ

れたコーヒーのペアリングが

人気のカフェです。

フランスのガレットやクレープ

を楽しめるクレープリー。タイ

ル貼りの床とブラウン調のイ

ンテリアで構成された店内

は、本場・フランスのカフェを

彷彿させます。

http://www.lebreton.jp 
福岡県福岡市中央区今

泉2-1-65-1F
ル ブルトン

FUK COFFEE Parks®️
福岡県福岡市中央区荒

戸1-4-20

https://www.instagram.c

om/fuk.coffee.parks/

SWEETS &CAFE Amis
福岡県福岡市中央区白

金1-4-18 サンコービル 1F

https://www.instagram.c

om/amis_sweets_cafe/

FUK COFFEE®️
福岡県福岡市博多区祇

園町6-22 1F

https://www.instagram.c

om/fuk.coffee/

JOY TRIP CAFE
福岡県福岡市中央区警

固1-4-22 ２F

https://www.instagram.c

om/joy_trip_cafe/


