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G R A N D  M E N U

D R I N K

TAKEOUT

TAKEOUT

ドリンク

Soft Drink

Alcohol

クロロゲン酸が通常のコーヒーの約2倍。丸みのある酸味と甘さが上質な味わいです。
　 タニタコーヒープレミアムブレンド ¥380 ¥350

カフェラテ ¥480 ¥400
カプチーノ ¥480 ¥400
エスプレッソ ¥450 －
紅茶 ¥350 ¥300
オレンジジュース ¥350 ¥300
グレープフルーツジュース ¥350 ¥300
アップルジュース ¥350 ¥300
パインジュース ¥350 ¥300
赤ぶどうジュース ¥350 ¥300
コーラ ¥350 ¥300
ジンジャーエール ¥350 ¥300
ウーロン茶 ￥350 ¥300

キリンハートランド生ビール  ¥500
ギネスビール（黒ビール）  ¥600
キリンゼロイチ  ¥400
ハイボール  ¥450
ハウスワイン（赤・白）  ¥500
カシスカクテル各種（オレンジジュース、グレープフルーツ、ソーダ、ウーロン） ¥550
ライチカクテル各種（オレンジジュース、グレープフルーツ、ソーダ）  ¥550
ウォッカカクテル各種（スクリュードライバー、モスコミュール）  ¥550
スミノフレモネードカクテル  ¥500

　 赤野菜とパインのイエローカムージー ¥580 ¥580
　 ブルーベリーとバナナのパープルカムージー ¥580 ¥580

ICE HOT

ICE HOT

ICE HOT

ICE HOT

HOT

HOT

KURUTO厳選のオリジナルブレンド豆を深煎り。どっしり香ばしい味わいが楽しめます。
オリジナルブレンドコーヒー ¥350 ¥300

伊勢志摩サミットでも提供された、日本を感じる一杯。澄みきった味わいが特徴です。

新感覚の“噛む”スムージー。味や栄養、ボリュームも大満足の大府オリジナル2種類です。

スペシャリティコーヒー 煎 ¥500 ¥450

タニタカフェ カムージー

（　　　　　　　　　　　　　　　）アールグレイ、アッサム、アップル、
アプリコット、ストロベリー

季節により内容は変わります

カフェ・物産ショップ・観光案内など、大府市に暮らす人にも、
大府市を訪れる人にもイイコトがいっぱい！

“KURUTOおおぶ”は、心もからだも元気になれる、今話題の新スポットです。

健康総合企業のタニタが提案する「楽しさ」「心地よさ」といった
「こころの健康づくり」につながるエッセンスをふんだんに取り入れた

新しいスタイルのコンセプトカフェです。

健康総合企業のタニタが展開するタニタカフェとコラボしたスペースで、
健康をテーマにした料理をご提供。コーヒー、スイーツにもこだわり、
ヘルシーで嬉しいくつろぎの時間をお過ごしいただけます。

地元大府市を中心とした、周辺地域の食材を使用することで
「旬」のものを「新鮮」な状態で提供しています。

繊細でシンプルな料理だからこそ際立つ、素材のおいしさをお楽しみください。
シェフ　三輪 哲也

［営業時間］8：00～21：00（オーダーストップ20：30）

［定休日］毎月1日（ただし1日が土・日・祝日の場合は翌平日）、年末年始：12/29～1/3

［TEL］0562-77-4197

〒474-0025　愛知県大府市中央町三丁目278番地（JR大府駅構内）

地元の食材をふんだんに使った、ヘルシーメニュー

Wi-Fiや
電源コンセントも

完備！

※金額はすべて税込です。※写真はすべてイメージです。※季節や仕入れ状況によりメニュー内容は変更になる場合があります。

Healthy
Delicious&



SET DRINK
タニタコーヒープレミアムブレンド　　　　　オリジナルブレンドコーヒー
紅茶　　　　 （アッサム、アールグレイ、アップル、ストロベリー、アプリコット）
オレンジジュース　グレープフルーツジュース　リンゴジュース　パインジュース　ウーロン茶

Morning

特製サンドウィッチプレート
（ミニサラダ、ドリンク付） ¥580
大府のパン屋「リクロチュール」とコラボの2種類のパンを、
サンドイッチかトーストで。選べる具材は、その時々で様々な
味が楽しめます。

こちらも「リクロチュール」の特注パン。北海道小麦100％の
無添加もちもち白パンに、挟む具材はハムチーズ又は日替
わりの具材から選べます。

ICE HOT ICE HOT

ICE HOT
F O O D

このマークのメニューは厚生労働省が推奨する1日に必要な野菜量（350g）の半量をおいしく味わえます。
お食事

全てのドリンク（単品）に＋¥100で
もちもち白パン付にできます！

8：00～11：00

Lunch

　 特製たっぷり野菜キッシュランチ
（ミニサラダ、野菜マリネ、白パン、デリ、ドリンク付） ¥980
2日間かけて作るキッシュは、生地に米粉を使いもちもちサク
サク。ぎっしり野菜で栄養満点です。

特製サンドウィッチランチ
（ミニサラダ、野菜マリネ、デリ、ドリンク付） ¥880
2種の特注パンは、野菜を練り込んだパンと全粒粉パン。
具材はサラダ、ローストポーク、人参マリネ、ほうれん草の
オムレツなど。

熟成させた肩ロース肉を低温でじっくり焼き上げた特製ローストポークを、野菜を練り込んだ
パンと全粒粉パンの特注パンではさんでいます。

　 地元野菜を食べるパスタランチ
（ミニサラダ、野菜マリネ、白パン、デリ、ドリンク付） ¥980
2種から選ぶソースは、野菜のみ使用の完全無添加。
季節の野菜を生で、煮込んで、さっと炒めて、ソースとの相性
にもこだわりました。

　　  豚肉とトマトのスパイシーカレーランチ
（ミニサラダ、野菜マリネ、デリ、ドリンク付） ¥880
タニタカフェ栄養士との共同開発で完成したオリジナル
カレー。旬の野菜もたっぷりです。

　 　 有機野菜ともち麦のチキンサラダボウルランチ
（野菜マリネ、ドリンク付） ¥780
もち麦入りのごはんの上に、ローストチキンと野菜がどっさり。
タニタカフェ共同開発メニューです。

11：00～15：00

数量限定

　 週替わりランチプレート
（メインおかず、ご飯、デリ2品、野菜マリネ、サラダ、スープドリンク付） ¥980
ボリュームのあるメインに加えて、デリ2品、マリネ、スープも
週替りのお楽しみプレートです。

数量限定

数量限定

数量限定

数量限定

※各ランチ＋¥350でスイーツ付にできます。
　（・ミニフレンチトースト  ・スティックチーズケーキ
　 ・シルクアイス（バニラ・チョコ・抹茶））

Evening
14：00～21：00（L.O.20：30） 15：00～21：00（L.O.20：30）

コーヒーゼリー KURUTO風
（パンナコッタ添え） ¥400
豆から挽く1杯出しのスペシャリティーコーヒーをゼリーに
しました。濃厚なパンナコッタとの相性も抜群です。

クラシックガトーショコラ ¥580
厳選カカオをたっぷり使用。ずっしり濃厚な味わいで大満足の
ガトーショコラです。

濃厚新鮮卵のクレームブリュレ ¥680
大府産の卵は卵黄のみを使用。生クリームもふんだんに
使い、濃厚な味わいに仕上げました。

ミニフレンチトースト ¥450
特製フランスパンを2日間漬け込んで焼き上げたフレンチ
トーストは外はカリッ、中はトロッの極上食感です。

シルクアイス（バニラ・チョコ・抹茶） ¥350

フルーツのジェラート  ¥400
スティックチーズケーキ  ¥400

生クリームを含むすべての乳製品は北海道産を100%使用。
チョコレートはフランス産クーベルチュールチョコレート、抹茶
は宇治抹茶を選定使用したワンランク上のシルクアイスです。

おつまみに最適なよくばりメニュー。季節の野菜たっぷりの
デリをいろいろ楽しめます。

ミニコルネパフェ ¥450
三角形のクッキー生地の中にクリーム、フルーツがぎっしり。
KURUTOパフェをちょこっと食べたい方に。

季節のフルーツを食べるKURUTOパフェ ¥980
メロン、桃、ぶどうなど旬の果物を期間限定で贅沢に使用。
素材を活かしたシンプルな盛り付け、ボリュームたっぷりです。

おつまみセット
・3点盛り合わせ（1アルコールドリンク付） ¥1,280
・5点盛り合わせ（1アルコールドリンク付） ¥1,580

天使のエビと野菜のアヒージョ（バケット付） ¥780

Dessert

　 パスタセット（天使のエビのトマトクリームソース）
（サラダ、白パン、デリ、ドリンク付） ¥1,280
上質な天使のエビを使用した濃厚なトマトクリームソース
パスタです。

　 黒毛和牛ローストビーフ定食
（ご飯（十八雑穀）、サラダ、デリ3種、スープ、ドリンク付） ¥1,580

（ローストビーフ単品 ¥1,280）
グレードの高い黒毛和牛を使った贅沢ローストビーフ。
ごはんに野菜たっぷりでお腹も大満足です。

特製サンドウィッチセット（サラダ、デリ、ドリンク付） ¥880

　 パスタセット（チキンと野菜のクリームソース）
（サラダ、白パン、デリ、ドリンク付） ¥1,180
鶏肉と野菜の濃厚なクリームソースパスタ。

Dinner

Appetizers

　 フォアグラロースト付きプレミアムコース ¥4,000/名
　 和牛ローストビーフ付きコース ¥3,000/名
　 三河豚のローストポーク付きコース ¥2,000/名
フリーフロー（100分間）
　・アルコール＋ソフトドリンク ¥1,500/名
　・ソフトドリンクのみ ¥800/名

〈人数〉2名様～　〈時間〉15：00～

詳しくはスタッフへお問合せください。

記念日や
ママ会・懇親会に

おすすめ！

2種類から
選べます

写真は
5点盛り合わせ

季節により内容は変わります→

季節により内容は変わります→

温・冷前菜、パスタ、メイン、デザート等の料理コース。そのすべてに食前
ドリンク（りんごヨーグルト ウコンのせ）が付いてヘルシーに！

ガトーショコラ、ショートケーキ ¥3,500～
フルーツタルト ¥3,800～

パーティーやお祝いに、ホールケーキのご用意もできます
（コースご予約の方のみ）

※金額はすべて税込です。※写真はすべてイメージです。※季節や仕入れ状況によりメニュー内容は変更になる場合がありますので、ご注文時にお気軽にお尋ねください。

野菜
たっぷり

野菜
たっぷり

　 パスタセット（旬野菜のトマトソース）
（サラダ、白パン、デリ、ドリンク付） ¥1,080
地元産の季節の野菜を中心に使用した栄養満点パスタ。

野菜
たっぷり

野菜
たっぷり

野菜
たっぷり

野菜
たっぷり

野菜
たっぷり

野菜
たっぷり

野菜
たっぷり

野菜
たっぷり

野菜
たっぷり

野菜
たっぷり

市販のルーを使わずに作ったカレーはタニタカフェ栄養士との共同開発。ディナーバージョン
も、季節の焼き野菜がたっぷりトッピングされてます。

　 　 豚肉とトマトのスパイシーカレーセット（サラダ、デリ、ドリンク付） ¥980野菜
たっぷり

野菜
たっぷり

要予約
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