
アイスコーヒー（ドリップ）

アイスコーヒー（サイフォン）

アイスオーレ

プレミアム・アイスコーヒー

プレミアム・アイスオーレ

アイスコーヒー

¥600

¥600

¥650

¥750

¥750

ストロングブレンドで煎れました。

サイフォン式で煎れる事によりよりスッキリした味わいに。

定番のアイスオーレ。

アイスコーヒーの氷＋アイスコーヒー。
氷が解けてもコーヒーの旨みが変わりません。

アイスコーヒーの氷+ミルクコーヒーの氷を
ミルクで溶かしながらお召し上がり下さい。

Iced Coffee

※モーニングを除く

フード単品メニューとご一緒にご注文された方は、ドリンクを　　　　 引きでご提供させて頂きます。¥150

ソフトブレンド

ロゼッタブレンド

阿波渦潮ブレンド

港ブレンド

ストロングブレンド

ブレンド

浅煎り

深煎り

¥550

¥550

¥550

¥550

¥550

豊かな香りと柔らかな口当たり。

芳醇な香りとコク、バランスが良いブレンド。

苦みと甘みのバランスが良い。

心地良い苦みと甘みのブレンド。小松島をイメージしました。

濃厚なコクとほのかに香る甘み。

Original Blend

本日のコーヒー

コスタリカ・ブラック・ハニー

エチオピア・イルガチェフG1

エチオピア・モカナチュラル

グァテマラ・フロレンシア

コロンビア・ウィラ

ブラジル完熟豆

ウルトラマンデリン

シングルオリジン

浅煎り

深煎り

¥520

¥550

¥550

¥550

¥550

¥550

¥550

¥550

焙煎度はその日によります。バリスタおすすめ。

甘みがあり、バランスの取れたコーヒー。

柑橘系の香りと長く続く後味。

モカ独特の香りと酸味のバランスが絶妙。

飲みやすくて癖がないコーヒー。

すっきりとした飲みやすさ。

すっきりとした苦みと甘みがあります。

濃厚な甘みとコク、深煎り。

Single Origin

ソフトブレンド

“バリスタ”がいるロゼッタカフェカンパニーはこだわり抜いた世界の個性あふ
れる素晴らしいスペシャルティコーヒーを厳選。光サイフォンや本場イタリアで
特注したエスプレッソマシーンなど機械にも最高のこだわりを。

ロゼッタのこだわり

バリスタに求められるものは、安定した高いクオリティのコーヒーの抽出技術、
そしてお店の看板としてお客様に対しての接客、サービス能力、さらに他商品全
般の知識です。これらの要素を持ち合わせたスペシャリストです。

バリスタとは？

当店のバリスタは、日本人として初めてイタリア・バリスタ協会から認定された
横山千尋氏の元で修行を積み、“コーヒー業界に新しい風”をこれから一歩ず
つ、培った技術でコーヒーに合ったドルチェの開発などにも積極的に発信して
いきます。

当店バリスタご紹介 竹村浩史
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◎金額は全て税込で表示です。

ドリンクメニュー
DRINK MENU



アイスカフェラッテ

アイスカプチーノ

アイスシェカラート

アイスシェカラートダーク

¥650

¥650

¥600

¥600

（エスプレッソ + ミルク）

（エスプレッソ + ミルクジェラート + ミルク + グラニュー糖）

（ダブルエスプレッソ + グラニュー糖 + 少量のミルク）

（ダブルエスプレッソ + グラニュー糖）

定番のアイスドリンクです。

イタリア生まれの冷たいスムージードリンクです。

イタリアのアイスコーヒー、シェイカーでシェイクします。
エスプレッソ本来の味をお楽しみください。

エスプレッソ本来の味をお楽しみください。

アイスモカチーノ

アイスキャラメルラッテ

アイスアメリカーノ

アイスハニーラッテ

¥600

¥650

¥650

¥650

¥650

シングル ダブル

（チョコシロップ + エスプレッソ + ミルク + ホイップクリーム）

（エスプレッソ + ミルク + キャラメル）

（エスプレッソ + ミネラルウォーター）

（エスプレッソ + ミルク + ハチミツ + ホイップクリーム）

チョコレートを使用したアイスドリンクです。

キャラメルフレーバー豊かなドリンク。

エスプレッソの風味とすっきりとした味わい。

濃厚なコクで上品な甘さながらすっきりとした後味。

エスプレッソ

マキアート

カフェラッテ

カプチーノ

カプチーノコンカカオ

ラッテ・マッキャート

マロッキーノ

¥500

¥600

¥630

¥630

¥630

¥600

¥630

¥450

¥500

ダブル

ダブル

シングル

シングル

（エスプレッソ + 少量のミルク）

（エスプレッソ + スチームドミルク）

（エスプレッソ + フォームドミルク）

（エスプレッソ + フォームドミルク + ココアパウダー）

（スチームドミルク + エスプレッソ）

（エスプレッソ + チョコレート + ミルク + グラニュー糖）

砂糖をたっぷり入れるのがイタリア流。

マキアートとは“染み”を意味、少量のミルク入り。

エスプレッソにスチームドミルクがたっぷり。

エスプレッソとミルクのバランスが絶妙。

ココアパウダーがエスプレッソの風味を際立てます。

ミルク感を楽しみたい方にオススメです。

チョコレート・ミルク・エスプレッソのバランスが絶妙。

カフェコンパンナ

塩キャラメルカプチーノ

モカチーノ

ハニーラッテ・マッキャート

カフェ・ティラミス
～カフェロゼッタ風～

ビチェリン ～カフェロゼッタ風～

¥600

¥630

¥630

¥630

¥650

¥650

（ダブルエスプレッソ + ホイップクリーム）

（塩キャラメルシロップ + ミルク+エスプレッソ）

（チョコシロップ + ミルク + エスプレッソ）

（スチームドミルク + エスプレッソ + ハチミツ）

（エスプレッソ ＋ ミルク + 
　　　　アイリッシュクリーム + ココアパウダー）

（チョコラータ + エスプレッソ + 
　　　　フォームドミルク + ホイップクリーム）

苦みと甘みのバランスが絶妙です。

塩キャラメル・エスプレッソとミルクのハーモニー。

チョコレートの甘みとミルクの良いバランス。

ほろ苦いコーヒーと甘いハチミツのコラボはメルヘンチック。

大人のスイーツ・ティラミスをスィートに
カフェロゼッタ風アレンジ。

イタリアのチョコラータをたっぷり使用、イタリアトリノ生まれの
ドリンクをカフェロゼッタ風にアレンジ。甘いドリンクです。

甘い

甘い

甘い

甘い

やや甘め

やや甘め

やや甘め

やや甘め

やや甘め

やや甘め

エスプレッソドリンクEspresso DrinkIced

エスプレッソドリンクEspresso DrinkHot

アイスモカチーノ

アイスアメリカーノ

カプチーノコンカカオ

ラッテ・マッキャート

マロッキーノ

モカチーノ

カフェ・ティラミス

ビチェリン

※モーニングを除く

フード単品メニューとご一緒にご注文された方は、ドリンクを　　　　 引きでご提供させて頂きます。¥150
◎金額は全て税込で表示です。



グラニータカフェ バロッツィ

グラニータカフェ ティラミス

グラニータカフェキャラメル

¥650

¥650

¥650

（エスプレッソ + ミルク + チョコラータ + グラニュー糖 + チョコレート）

（エスプレッソ + アイリッシュクリーム + ミルク + グラニュー糖）

（エスプレッソ + ミルク + キャラメルシロップ + ホイップ ）

エスプレッソ風味のチョコレートケーキをアレンジしたフローズンドルチェドリンクです。

イタリア定番のデザートティラミスをアレンジした冷たいドルチェドリンクです。

キャラメルとエスプレッソの風味をグラニータに閉じ込めました。

かなり甘め

やや甘め

やや甘め

やや甘め

エスプレッソドルチェカフェフレッドEspresso Dolce Caffe Freddo

グラニータポンペルモ

グラニータアランチャロッサ

グラニータぺスカ

-グレープフルーツのグラニータ-

-ブラッドオレンジのグラニータ-

-白桃のグラニータ-

¥630

¥630

¥630

イタリアを思わせる定番のグラニータドリンク。

さっぱりとしたい方にお勧め。

ピーチネクター・白桃・レモンで仕上げました。

アイスグラニータドリンクIce Granita Drink

ダージリンティー

アールグレイティー

アッサムティー

¥600

¥600

¥600

香り良いスタンダードな紅茶です。ストレートティーがおすすめ。

ベルガモットの香り高い紅茶です。ストレートティーがおすすめ。

コクがあり、芳醇な香りが特徴です。ミルクティーがおすすめ。

紅茶Hot Tea
100％グレープフルーツジュース

100％青森産りんごジュース

ブラッドオレンジジュース

アイスティー
（レモン or ミルク or ストレート）

ジンジャーエール

ミルクチョコレートドリンク
ホイップ添え（アイス or ホット）

キッズドリンク（りんご、オレンジ、ミルク）
※6才までのお子様が対象です。

¥520

¥520

¥520

¥520

¥520

¥630

¥380

ソフトドリンクSoft Drink

イタリアのチョコレートをたっぷり使用しています。

グラニータカフェ バロッツィ

グラニータポンペルモ

グラニータカフェ ティラミス

グラニータアランチャロッサ

グラニータカフェキャラメル

グラニータぺスカ

100％青森産りんごジュース

※モーニングを除く

フード単品メニューとご一緒にご注文された方は、ドリンクを　　　　 引きでご提供させて頂きます。¥150
◎金額は全て税込で表示です。

コーヒーフロート
¥850

アイスカフェラテ
フロート ¥850

Float フロート

ブラッドオレンジジュース



イタリアのホットサンド

具材を贅沢に使用！ジューシーなサンドウィッチに仕上げました。

パニーニ

PANINI

ツナ・タマゴ・レタス
トマトのパニーニ ¥950

ロースハム・ポテト
トマトのパニーニ ¥950

生ハム・チェダーチーズ・トマト
レタスのパニーニ ¥950

ホットサンドウィッチ＆トースト

HOTSANDWICH & TOAST

田村さんの
タマゴサラダサンド ¥800

厚焼きトースト
（ジャム２種とバター付） ¥650

ベーコン・レタス・トマト
チェダーチーズのBLTサンド
～ロゼッタ風～ ¥970ハーフサイズ ¥550 ハーフサイズ ¥400

ハーフサイズ ¥550

スープ付きサラダ付き

ドリンクとご一緒にご注文された方は、 　　　 引きでご提供させて頂きます。¥150

フードメニュー
FOOD MENU

トースト、ホットサンドで使用しているパンは当店だけのオリジナルです。
イチ押しのホットサンドは、イタリア製のパニーニトースターで焼き上げる
自慢の一品です。

ロゼッタのこだわり

当店のバリスタは、日本人として初めてイタリア・バリスタ協会から認定さ
れた横山千尋氏の元で修行を積み、“コーヒー業界に新しい風”をこれから
一歩ずつ、培った技術でコーヒーに合ったドルチェの開発などにも積極的
に発信していきます。

当店バリスタご紹介 竹村浩史
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02

オープン~ラストオーダーまで

スープ付きサラダ付き
オープン~ラストオーダーまで

◎金額は全て税込で表示です。

全てのパニーニは、¥300引きでハーフサイズに変更できます。



ヨーグルト付きサラダ付き ヨーグルト付きサラダ付き

ヨーグルト付きサラダ付き ヨーグルト付きサラダ付き

モーニングタマゴ＆ベーコンサンド
ドリンク代 + ¥250

モーニングトースト（ジャム2種とバター付き）
ドリンク代 + ¥200

モーニングクロックムッシュ
（ホワイトソース・ロースハム）

ドリンク代 + ¥250

モーニングミックスサンド
（レタス・トマト・チーズ・ハム）

ドリンク代 + ¥250

MORNING オープン~11:00

こだわりのモーニング

マークのついているドリンクは

◎金額は全て税込で表示です。

モーニング
限定 おかわり１杯無料

モーニングメニューは
ドリンクと一緒にご注文ください。

※おかわりをご希望の方は、AM11:00までにお申し付けください。

+モーニング ドリンク



ランチプレート＆カレーランチ

パスタランチ 単品 ¥1,000
ドリンクセット ¥1,250

ランチタイムもドリンクセットがお得！

※日替わり内容はスタッフへ
　お尋ねください。

※日替わり内容はスタッフへ
　お尋ねください。

LUNCH TIME PLATE 11:00~14:30

サラダ付き日替わり パン付き

ドリアプレート 単品 ¥1,000
ドリンクセット ¥1,250

サラダ付き日替わり スープ付き

※日替わり内容はスタッフへ
　お尋ねください。

サンドウィッチプレート 単品 ¥950
ドリンクセット ¥1,200

サラダ付き日替わり スープ付き

オリジナルから揚げプレート
〈ソース〉スイートチリ・おろしポン酢
 タルタル・ごまダレ

単品 ¥1,000
ドリンクセット ¥1,250

ライス付きサラダ付き スープ付き

+¥200でLサイズに変更出来ます。
+¥200でLサイズに変更出来ます。

三元豚ロースカツカレー 単品 ¥1,150
ドリンクセット ¥1,350

サラダ付き自家製カレー ピクルス付き

+¥150でLサイズに変更出来ます。

季節野菜カレー 単品 ¥1,000
ドリンクセット ¥1,350

サラダ付き自家製カレー ピクルス付き

+¥150でLサイズに変更出来ます。

◎金額は全て税込で表示です。



キッズ

6才までのお子様が対象です。
KIDS 11:00~17:00

キッズからあげプレート ¥730
ライス付きサラダ付き ドリンク付き

キッズカレープレート ¥730
ライス付き ドリンク付きサラダ付き

◎金額は全て税込で表示です。

本日のスペシャリティコーヒー（ホットのみ）
紅茶（レモン・ミルク・ストレート）
アイスティー（レモン・ミルク・ストレート）
カフェラテ
アイスカフェラテ
100％ジュース（オレンジ・リンゴ・グレープフルーツ）

●

●

●

●

●

●

ランチタイム限定

お得なドリンクセット
ランチのドリンクセットは下記よりお選びください。

ランチプレート＆カレーランチ

ランチタイムもドリンクセットがお得！
LUNCH TIME PLATE 11:00~14:30

その他、ケーキやパフェなどスイーツも多数
揃えています。食後のデザートにいかがですか？

ランチタイムにランチドリンクセットを
ご注文の女性のお客様に

レディースデイ毎週
月曜日は

（月曜日が祝日の場合は火曜日になります）

プチスイーツをプレゼント！

● キッズリンゴ
● キッズミルク
● キッズオレンジ

キッズ
ドリンク

お得なドリンクセット
キッズメニューのドリンクは
右記よりお選びください。

ロゼッタスペシャルセット
ロールケーキ or 抹茶ケーキ付き

お好きなプレート + ¥380



バリスタが考えたコーヒーに合うケーキをご用意しました。

¥400プチ和スイーツ
・大学イモ
・白玉あずき
・ジェラート（ミルク）

ドルチェ

DOLCE
CAKE

ベイクドチーズケーキ

ケーキ

◎金額は全て税込で表示です。

¥630 ガトーショコラ ¥620 レアチーズケーキ ¥620

ティラミス ¥630 抹茶と小豆のケーキ ¥600

ケーキセット 上記のケーキとお好きなドリンクを注文して頂くと￥150引きでケーキセットに出来ます。

お得！
ドリンク代を¥150引き

SIMPLE PETIT SUITES シンプル
プチスイーツ

※単品でのご注文は出来ません

¥400プチソフトクリーム
・いちご
・チョコレート
・ソフトクリームのみ

SIMPLE PETIT SOFT シンプル
プチソフト

※単品でのご注文は出来ません

サワークリームをたっぷり使用 濃厚なチョコレートが特徴 さっぱりとした口あたりのケーキ

ロゼッタが誇るエスプレッソを使用 抹茶の香りとほろ苦さのバランスが絶妙

… ジェラート付

ロールケーキ ¥450
シンプルでプレーンなロールケーキ

オープン~ラストオーダーまで



ドルチェ

DOLCE

◎金額は全て税込で表示です。

セットのドリンクはドリンクメニューよりお選びください。※季節限定ドリンクはドリンクセット対象外です。

天然蜂蜜と生クリームの
スイーツデニッシュ

キャラメルとアーモンドの
スイーツデニッシュ

エスプレッソとコーヒーゼリーの
スイーツデニッシュ

お得！
パフェセット

上記のパフェとお好きなドリンクを
注文して頂くと￥150引きで
パフェセットに出来ます。

ドリンク代を¥150引き

PARFAIT パフェ

DANISH デニッシュ

［7月～8月限定］

［7月～8月限定］単品 ¥750
ドリンクセット ¥1,200

単品 ¥750
ドリンクセット ¥1,200

単品 ¥750
ドリンクセット ¥1,200

オープン~ラストオーダーまで

白玉とあずきの
和風パフェ

¥880生チョコとチョコレートの
ダブルチョコレートパフェ

¥880ミックスベリーパフェ ¥880

ソフトクリームだけの
パフェ

¥650コーヒージュエリー
パフェ

¥930

デニッシュに当店自慢のエスプレッソクリームと自
家焙煎の珈琲ゼリーをお好みでご一緒にお召し
上がりください。

キャラメルと自家焙煎のアーモンドをお好みで
ご一緒にお召し上がりください。

勝浦町産の天然蜂蜜をたっぷり使用。
生クリームと相性抜群です。



ブランチプレート

パスタ 単品 ¥1,080
ドリンクセット ¥1,400

ドリンクセットがお得！ ※季節限定ドリンクはドリンクセット対象外です。

※日替わり内容はスタッフへ
　お尋ねください。

BRUNCH 14:30~ラストオーダーまで

サラダ付き日替わり パン付き

オリジナルから揚げプレート
〈ソース〉スイートチリ・おろしポン酢・タルタル・ごまダレ

単品 ¥1,080
ドリンクセット ¥1,400

◎金額は全て税込で表示です。

セットのドリンクはドリンクメニューよりお選びください。※季節限定ドリンクはドリンクセット対象外です。

※日替わり内容はスタッフへ
　お尋ねください。

ドリアプレート 単品 ¥1,080
ドリンクセット ¥1,400

サラダ付き日替わり スープ付き

ライス付きサラダ付き スープ付き

キッズメニューもご用意しております。別紙をご覧ください。

+¥200でLサイズに変更出来ます。

+¥200でLサイズに変更出来ます。



ロゼッタスペシャルセット
ロールケーキ or 抹茶ケーキ付き

お好きなプレート + ¥380

◎金額は全て税込で表示です。

セットのドリンクはドリンクメニューよりお選びください。※季節限定ドリンクはドリンクセット対象外です。

ドリンクセット ¥1,450
三元豚ロースカツカレー 単品 ¥1,150

サラダ付き自家製 ピクルス付き

+¥150でLサイズに変更出来ます。

じっくり時間をかけてことこと煮込みました。

ドリンクセット ¥1,400
季節野菜カレー
季節の地元野菜を使用しています。

単品 ¥1,080

サラダ付き自家製 ピクルス付き

+¥150でLサイズに変更出来ます。

ブランチプレート

ドリンクセットがお得！ ※季節限定ドリンクはドリンクセット対象外です。

BRUNCH 14:30~ラストオーダーまで

キッズメニューもご用意しております。別紙をご覧ください。

その他、ケーキやパフェなどスイーツも多数
揃えています。食後のデザートにいかがですか？


