
Pancake & sweets

Seasonal fruit

季節の国産フルーツ

Topping

100+アイスクリームトッピング

自家製のほろ苦い生キャラメルソースと
フレッシュオレンジソースが合わさった
大人のフレーバースタイル。

Caramel & Fresh orange Sauce

特製生キャラメルと
フレッシュオレンジソース

Topping

100+アイスクリームトッピング

Cream cheese brulee &
MIX Berry sauce

クリームチーズブリュレと
MIXベリーソース
とろぉ～り濃厚なチーズクリームをのせたブリュレ
パンケーキ。甘酸っぱいMIXベリーのソースと
バニラアイスをご一緒にどうぞ。

1,4803pics

1,3802pics

Maple &
whipping Raisin nut butter

メープルと
ホイップレーズンナッツバター
自家製のホイップレーズンナッツバターと、
こくのあるメープルシロップを使用した商品。
パンケーキ界の王様です。

1,0003pics

9002pics

Seasonal Tiramisu

季節のティラミス
季節のフルーツや食材でつくる絶品ティラミス。
エスプレッソチョコが染み込んだパンケーキは
カプチーノと一緒に食べると幸せたっぷり♡

Topping

100+アイスクリームトッピング

1,2003pics

1,1002pics

Topping

100+アイスクリームトッピング

PREMIAM

W chocolate banana cookie

Wチョコバナナクッキー
最高級のブロンドチョコレートをブレンドしたクリームと、
クーベルチュールチョコソースを使用した 2種類の
WクッキーとWチョコ、バナナとのコラボレーション。

1,4803pics

1,3802pics

PREMIAM

Skillet cheese cake

数量限定 ! PREMIAM

スキレットチーズケーキ
クッキー生地で包まれた焼きたてベイクドチーズ。
4種類のチーズがとろぉ～り溶けだす当店イチオシの
ハイブリッドスイーツ。アイスクリームとご一緒にどうぞ。
無くなり次第終了なので、お早めに！

1,400

Topping

100+アイスクリームトッピング

french toast

フレンチトースト
熊野古道の里 純卵を使用したアパレイユに
ブリオッシュを15時間漬け込んだ
濃厚なフレンチトースト。

1,150

数量限定 !

Baked apple & Buttermilk cookies 
Royal milk tea cream

焼きリンゴとバタークッキー
ロイヤルミルクティークリーム
紅茶のパンケーキにローストアップルと
ロイヤルミルクティークリームを合わせた
女性に人気の商品。

1,2803pics

1,1802pics

1,2803pics

1,1802pics

1,5803pics

1,4802pics

香り豊かな季節のフルーツをふんだんに使用した
季節限定の商品。この時期にしか食べられない
フルーツがお出迎えします。
※内容はスタッフへお尋ねください。

DrinkSet
10:00 -18:00 coffee / tea

コーヒー or 紅茶 +250
cafe au lait / cafe latte

カフェオレ or カフェラテ +300
orange juice / grapefruit juice

オレンジジュース or グレープフルーツジュース +350

注)いずれも天然のはちみつですので1歳以下のお子様は
　  お召し上がりいただけません。

※内容はスタッフにお尋ねください。

Topping 100+アイスクリームトッピング

Honey & whipping cream

はちみつとホイップバター

世界各国から厳選されたプレミアムはちみつ

スタンダードでクセのない百花蜜
9003pics

8002pics

9503pics

8502pics

スペシャルはちみつとホイップバター



meal pancake & food

today’s pasta

1,000本日のパスタ
その日に厳選した食材を使い、
アレンジした日替わりのパスタ。
内容はスタッフまでお尋ねください。

Spicy chicken curry

1,000スパイシーチキンカレー
9種類のスパイスを使用したオリジナルレシピの
カレーは、ほんのり甘くてピリッと辛い、
やみつきになる一皿。

seasonal Healthy salad bowl 

890季節のヘルシー
サラダボウル
旬のお野菜を取り入れたヘルシーメニュー。
たくさん入った具材はボリューム満点！
ドレッシングも季節によって移り変わります。

ELK Sandwich

1,000E.L.K.サンドウィッチ
ELKがおすすめする美味しい食材を
バケッドではさんだボリューミーなサンドウィッチ。
ビールと相性抜群！

elk original Loco Moco

1,280ELKオリジナルロコモコ
半熟フライドエッグとごろっと野菜、
ジューシーなハンバーグを
オリジナルグレイビーソースと絡めてどうぞ。

Croque monsieur

1,400クロックムッシュ
<サラダ付き>

< サラダ付き>

< サラダ付き>

フランス生まれのトーストをパンケーキで。
ハム、ほうれん草、オニオンにホワイトソース
ブリュレしたチーズがたっぷり。

Roast chicken & ratatouille

1,480ローストチキンとラタトゥイユ

たっぷりお野菜のラタトゥイユと
グリルチキンのパンケーキ。
ローズマリーの香りが食欲をそそります。

12:00-14:00
Lunch Set

shrimp & avocado,
with Onion cream sauce

エビとアボカドの
オニオンクリームソース

ローストしたエビとアボカドに
じっくり炒めたオニオンクリームのソースを絡めて
お召し上がりください。

1,480

Pancake

Pancake

Pancake

saladサラダ +200baguetteバゲット +100 soupスープ +150

eggs benedict

1,400エッグベネディクト

クッキースコーンに自家製オランデーズソースと
ぷるぷるポーチドエッグが人気のメニュー。
エッグベネディクトで朝食を！

<サラダ付き>

eggslut

890エッグスラット

瓶にマッシュポテトと卵を入れボイルし、
ハーブやスパイスが効いたとてもシンプルな
L.A 生まれの卵料理。スプーンで混ぜ、
バケットにのせて食べるスタイル。

<サラダ付き>

数量限定 !

数量限定 !



drink

elk0405f cafe - elk.com

coffee

コーヒー

エスプレッソ

カフェオレ

カプチーノ

3Dカプチーノ

カフェモカ

キャラメルモカ

ヘーゼルナッツラテ

ヘーゼルナッツクリーミーシェカラート

クッキー&マシュマロショコララテ

クーベルチュールチョコミルク

キャラメルミルク

550

s/ 330  w/ 380

600

600

680

690

690

690

580

750

600

600

Coffee

Espresso

Cafe au lait

Cappuccino

3D Cappuccino

cafe mocha

Caramel mocha

Hazelnut Latte

Hazelnut Creamy Shakerato

cookie & Marshmallow chocolate latte

Couverture chocolate milk

Caramel milk

tea

ダージリン

ロイヤルミルクティー

hot / ice

hot / ice

600

620
darjeeling tea

Royal milk tea

Juice

オレンジジュース

グレープフルーツジュース

ブラッドオレンジジュース

elk mix ジュース

ホームメイド ベジタブルジュース

600

600

630

700

800

Orange juice

Grapefruit juice

Blood orange juice

ELK’ mix juice

home made Vegetable juice

Smoothie

MIXベリースムージー

パイナップルキウイスムージー

野菜のグリーンスムージー

ヘーゼルナッツモカスムージー

800

800

820

820

820

mix berry smoothie

pineapple & kiwi smoothie

green smoothie

Hazelnut mocha smoothie

しゅわしゅわレモネード＆
グレープフルーツスムージー
Lemonade & grapefruit soda smoothie

Soda & float

ラズベリー &レモン

パッション&キウイ

ザクロ&ピーチ

マンゴー &バナナ

コーラ

ジンジャーエール

ラズベリージンジャーエール

raspberry, lemon

passion fruit, kiwi

Pomegranate, Peach

mango, banana

Coke

Ginger ale

raspberry ginger ale

530

530

530

530

530

530

630

630

630

630

630

630

630

730

float

630

680

770

770

770

680

680

3D art
（平日限定）

平日限定 ※他のコーヒーでも対応可

ART OK

hot / ice

hot / ice

hot / ice

hot / ice

hot / ice

hot / ice

hot / ice

ice

hot / ice

hot / ice

hot / ice

beer

ヒューガルデン

シャンディガフ

レモンビール

カシスビール

スパイシーレッドアイ

600

650

650

700

700

Hoegaarden

Shandy Gaff

lemon beer

Cassis beer

Spicy Red eye

wine

グラスワイン 赤 /白 600
glass wine : Red / White

original coffee cocktail

カフェラムショコラシェカラート 700
cafe lum chocolate Shakerato

cocktail

ジントニック

ジンバック

オレンジブロッサム

ウォッカトニック

スクリュードライバー

700

700

700

700

700

Gin and Tonic

Gin buck

Orange blossom

Vodka and tonic

Screw driver

モスコミュール

カシスソーダ

カシスオレンジ

カシスグレープフルーツ

700

700

700

700

Moscow mule

Cassis and soda

Cassis and orange

Cassis and grapefruit



elk’

eggs

flour

milk

s pancake

エルクのパンケーキはご注文をいただいてから生地を作り始めます。
いい素材を最高の状態でお出しするためにはどうしても手間がかかってしまうので

皆様の貴重なお時間をいただくことになってしまいますが
美味しいものを追求するためとご理解いただけますと幸いです。

健康長寿プレミアムエッグと呼ばれる「ヨード卵・光」を100% 使用。
一般的な卵の約 3.56 倍のコクがあり、味もひときわ美味しい卵です。
飼料に海藻粉末などを配合することで、ニワトリの健康へ強く働きかけることに着目。
卵の成分とヨードが結びつくことで様々な効能が確認されています。

生乳を100％使用した濃厚で甘味のある美味しい牛乳を
無菌充填により天然に近い状態で閉じ込めています。
牛乳本来の風味や美味しさがそのまま生きているので栄養価も高く安全で、
成分機能を失わずにパンケーキに使用できています。

粒子の細かい小麦粉と、良質なカナダ産小麦を100% 使用した全粒粉を使用しています。
石臼で挽いた殻付きの全粒粉は、栄養価も高く、わずかに香ばしい風味が楽しめます。
全粒粉独特のエグみが少ないのも特徴です。

※混み合うお時間帯は通常よりお待ちいただくことがございます。
あらかじめご了承くださいませ。

oil 19世紀から創業のフランス老舗オイルメーカー Huilerie Croix Verte 社の
アーモンドオイルを使用しております。生地に混ぜると飛んでしまいがちなナッツの風味が
ほどよく感じられるほど風味豊かなプレミアムオイルです。

・血糖値改善作用
・乳がん予防作用

・抗アレルギー、抗炎症作用
・血中コレステロール改善作用

・アンチエイジング

natural 防腐剤やベーキングパウダー、安定剤などは使用しておりません。
安全な食材を使用しておりますので安心してお召し上がりくださいませ。



表記の価格は全て税別です

With out Tax

- NAGOYA  -


