
T O M O R R O W

トゥモローオリジナルのアイスコーヒーブレンドを
焙煎。ネルドリップにて抽出。

トゥモローオリジナル焙煎。
鮮度にこだわりネルドリップにて抽出。

　　￥100にて
1.5倍になります。

友路有ブレンド、友路有アメリカン、アイス珈琲、
カフェオーレ、アイス・カフェオーレ

Lサイ
ズ

珈琲

COFFEE & TEA

レギュラーサイズ

L
サ
イ
ズ

L
サ
イ
ズ レギュラーサイズ

Coffee コーヒー

Ice Coffee アイスコーヒー

Tea 紅茶・お茶

Other Drinks

すべての表示価格は税込価格となっております。 すべての表示価格は税込価格となっております。

SoftDrinks ソフトドリンク

Juice ジュース Floats フロート

Alcohol アルコール

その他トゥモローのこだわりメニュー

●ご利用は90分にてお願い致します。それを超える場合は追加注文をお願いします。

友路有ブレンド ￥580

友路有アメリカン ￥580

ウインナー珈琲 ￥680

ホット・モカ・ジャバ ￥680
自慢の珈琲とチョコレートシロップと生クリームのハーモニー。

ココア ￥680

カフェオーレ ￥680

キャラメル・ウィンナー珈琲 ￥680
自慢の珈琲とキャラメルシロップと生クリームのハーモニー。

日本茶 ￥580

紅茶（レモンorミルク） ￥580
ほんのりアールグレイのオリジナルブレンド。

アイスティー（レモンorミルク） ￥580

ロイヤルミルクティー ￥680

アイス・ロイヤル・ミルクティー ￥740

アイス珈琲 ￥580

アイスウインナー珈琲 ￥680

アイス・カフェオーレ ￥680

アイス・モカ・ジャバ ￥680
自慢の珈琲とチョコレートシロップと生クリームのハーモニー。

アイスココア ￥680

アイス・キャラメル・ウィンナー珈琲 ￥680
自慢の珈琲とキャラメルシロップと生クリームのハーモニー。

オレンジジュース ￥580

りんごジュース ￥580

レモネード（HOT・ICE） ￥680

レモンスカッシュ ￥680

バナナ（生）ジュース ￥680
完熟バナナ使用。当店こだわりの逸品。

ミックスジュース ￥700
バナナ・パイン・マンゴー・みかんを使用。
オリジナルのミックスジュース。

コーラ ￥580

ジンジャエール ￥580

ソーダ水（メロンソーダ） ￥580

カルピス ￥540

アーモンド・キャラメル ￥680

アーモンド・オーレ ￥680

抹茶オーレ ￥680

ミルク ￥580

アイス・アーモンド・キャラメル ￥700

アイス・アーモンド・オーレ ￥700

アイス抹茶オーレ ￥700

アイスミルク ￥600

浅草店（休日） Ver.4

珈琲フロート ￥700

ソーダフロート（クリームソーダ） ￥700

コーラフロート ￥700

友路有フロート ￥700
アイスコーヒーに生クリームとバニラアイス乗せ
キャラメルシロップをかけます。

ビール（小瓶） ￥540
アサヒスーパードライ

（角）ハイボール ￥540

電気ブラン ￥540

オレンジジュース

ジンジャーエール

ミックスジュース友路有フロートソーダフロート

すべての表示価格は税込価格となっております。
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おかわり料金は 1回のみとなります。（1回の単品注文に対して 1回のみ）
1杯目→通常料金　 2 杯目→おかわり料金 　3杯目→通常料金　4杯目→おかわり料金 

メニュー　

セットドリンク ＆
おかわりドリンク

選べる20種類
ALL￥400

Set Drink & Next drink MENU

Choose from 20 types

下記のドリンクが対象となります。
Target the following drink

ブレンド
アメリカン

アイスコーヒー
紅茶HOT

（レモン・ミルク・ストレート）

紅茶ICE
（レモン・ミルク・ストレート）

カルピス
日本茶（HOTorICE）

ソーダ水

カフェオレ（HOTorICE）

ウインナー珈琲

アイスウインナー珈琲

りんごジュース

オレンジジュース

ミルク（HOTorICE）

コーラ

ジンジャーエール

柚子ティー（HOTorICE）

柚子ソーダ

お酒の二杯目からは通常料金になります

ビール（小瓶） ハイボール 電気ブラン

Café au lait（HOTorICE）

Viennese Coffee

Iced Viennese Coffee

Apple Juice

Orange Juice

Milk（HOTorICE）

Cola

Ginger Ale

Yuzu Tea（HOTorICE）

Yuzu Soda

Blend

American

Iced Coffee

Black Tea (with lemon or milk)

Iced Tea (with lemon or milk)

Calpis

Green Tea（Hot or Ice）

Soda Water

Beer Highball Denki Bran

Tomorrow Blend

Tomorrow American

Viennese Coffee

Hot Mocha Java

Hot Cocoa

Café au lait

Caramel Viennese Coffee

Orange Juice

Apple Juice

Lemonade (hot・ice)

Lemon Soda

Fresh Banana Juice

Mixed Juice

Cola

Ginger Ale

Soda Water (melon soda)

Calpis

Almond Caramel

Almond au lait

Matcha au lait

Milk

Iced Almond Caramel

Iced Almond au lait

Iced Matcha au lait

Iced Milk

Coffee Float

Soda Float

Cola Float

Tomorrow Float

Beer

Highball

Denki Bran

Iced Coffee

Iced Viennese Coffee

Iced Café au lait

Iced Mocha Java

Iced Cocoa

Iced Caramel Viennese Coffee

Green Tea

Black Tea (with lemon or milk)

Iced Tea (with lemon or milk)

Royal Milk Tea

Iced Royal Milk Tea



TOMORROW FOOD 1 TOMORROW FOOD 2先代より守り続けている味です。伝統の味をご賞味下さい。先 代

先 代

先 代

先 代

先 代

先 代

先 代

先 代

先 代

先 代

先 代
チョコトースト

Pilaf ピラフサラダスープ付

ライス・スープ付

ポークジンジャー

ポークソテー
ジンジャーバターソース
￥1,240

先代からの自慢の一品。
タレがたまらない美味しさ。

ミックスサンド ￥580
玉子・ハム・キュウリ・トマト。贅沢な一品です。

玉子サンド ￥580
お店で手づくりのふんわり玉子サラダをきゅうりとサンド。

デラックスハムサンド ￥580
ロースハムとキュウリの相性は抜群。

ハムエッグ定食
￥980

喫茶店のナポリタン ￥980
当店自慢の長寿メニュー。先代からの味を守っています。

タラコスパゲティ ￥980
豊洲より仕入れたタラコをたっぷり使用。

海老ピラフ ￥980
先代からのレシピで作る一品。

カレーピラフ ￥980
ゆでたまごのせ。　　　　　

オムライス ￥1,240
トロトロ卵、デミグラスソースがけ。

鮭じゃこピラフ ￥980
トゥモローオリジナルのじゃこたっぷりのピラフ。

ライス・スープ付

ライス・スープ付

ランチから火が付き今や看板メニュー。

カレーピラフ

喫茶店のナポリタン

タラコスパゲティ

Pasta パスタ サラダスープ付

オムライス

Pork Ginger ポークジンジャー

Saute ソテー

Meal Sets 定食

トースト厚切り ￥480
イチゴジャム付。

ハニートースト ￥580
バニラアイスのせ。

チーズトースト ￥580
チーズの香りがたまらない。

フレンチトースト ￥580
一晩マリネし、パンの中まで浸みている
フレンチトーストです。当店自慢の配合です。

チョコトースト ￥580
（チョコとホイップ）昔なつかしい喫茶店の味。

ピザトースト ￥680
自家製のピザソースに、玉ねぎ・ピーマン・ベーコンをのせて。

※トーストすることも出来ます。

すべての表示価格は税込価格となっております。　盛り付けの内容は季節に応じて変わります。 すべての表示価格は税込価格となっております。　盛り付けの内容は季節に応じて変わります。

Café Napolitan

Cod Roe Spaghetti

Shrimp Pilaf

Curry Pilaf

Omelet Rice

Fish Pilaf

Ginger Pork

Ginger Butter Pork

焼き魚定食　　 ￥980
豊洲で仕入れたこだわりの干物定食。
魚と価格はその時により変わります。

Grilled Fish Set

Ham and Eggs Set

Mixed

Egg

Deluxe Ham

Thick Sliced

Honey Toast

Cheese Toast

French Toast

Chocolate Toast

Pizza Toast

￥1,140

セットドリンク ￥400
ドリンクの種類は裏面からお選びください。

Toast トースト

Sandwiches サンドウィッチ

玉子サンド

ホットサンド

先 代

先 代

パ ン
ブレッド

セットドリンクは対象外です。

ドリンクと一緒にご注文ください。

チーズトースト

コーヒーゼリー（6月～10月） ￥580
トゥモロー自慢のアイスコーヒーを使用。

バニラアイス ￥580

チョコアイス ￥580

Chocolate Parfait

Coffee Jelly

Vanilla Ice Cream

Chocolate Ice Cream

Desserts デザート
トゥモローのデザートは種類が豊富。自慢の珈琲で作るコーヒーゼリーや、
長い間お客様から愛され続けている昔ながらの手作りプリンなど・・・・。
また食べたくなるデザートがたっぷり。

バニラアイスにチョコレートソースを
たっぷりかけてバナナとの相性も抜群。

チョコレートパフェ　￥980

チョコレートパフェ

Dessert Sets デザートセット

フレンチトーストセット ￥980（単品価格￥580）

プリンセット ￥880（単品価格￥480）

チーズケーキセット ￥880（単品価格￥480）

ドリンクの種類はコーヒー・紅茶（ホットまたはアイス）・カルピス・日本茶からお選
びいただけます。

ハニートーストセット ￥980（単品価格￥580）

ホットケーキセット ￥980（単品価格￥580）

アップルパイセット（バニラ・アイス添え） ￥980（単品価格￥580）

一晩マリネし、パンの中まで浸みているフレンチトーストです。当店自慢の配合です。

濃厚でクリーミーな昔ながらの手作りプリン。

ほんのりレモンの味がする手作りのベイクドチーズケーキ。

Pancake Set

Apple Pie Set

Honey Toast Set

French Toast Set

Pudding Set

Cheesecake Set

Drink choise is available from coffee, hot tea, ice tea, calpis, Japanese tea .

バニラアイス

Hot Sandwiches ホットサンド

ホットサンド・ハムチーズ ￥580
とろ～りチーズにハムの鉄板コンビ。

ホットサンド・ハム＆玉子 ￥580
ホットサンド・トマトチーズ ￥580
バジル・チーズ・トマトのホットサンド。

Ham and Cheese

Ham & Egg

Basil,Tomato & Cheese


