
FOOD&
GOODIES

marfa’s recommend menu
pasta and rice bowl,rice plate,curry,
salads and chips and frieds...

r
ta and

salads and 



マーファズタコライス

しゃきしゃきレタスにトマトたっぷりサルサソース、
スパイスミート、チェダーチーズと定番のトルティー
ヤチップス、ざっくり混ぜてワイルドにお召しあがり
ください。

marfa’s tacorice.

980yen

pulled pork rice bowl
with homemade barbecue sauce.

⾃家製バーベキュー
プルドポークライス

バーベキューソースで煮込み、ほろほろトロトロ
ジューシーに仕上げたプルドポークは、ライスとの
相性ぴったり。トッピングのサワークリームを合わ
せることで、爽やかな⼝当たりに。

980yen

seafood tomato stew.

シーフードトマトシチュー

オクラとシーフードが⼊った具だくさんトマトシ
チュー。⿂介の旨味をぎゅっと閉じ込め、トマトの
酸味で⾷べやすいシチュー⾵に仕上げました。

1180yen

poke bowl with tuna and avocado. 

炙りマグロとアボカドのポキボウル

ごろっとのった、炙りビンチョウマグロとアボカド
のまろやかさを、ピリ⾟のマヨネーズがさらに引き
⽴てます。きゅうりの⾷感や、ライムの爽やかさが
アクセント！とろ〜り半熟卵を絡めてお召し上がり
下さい。

1200yen

RICE BOWL



/ 表⽰価格は全て税抜表記です /DRINK SET
・ コーヒー（ H/ I ） ・ 紅 茶（ H/ I ） ・ オレンジジュース  ・ グレープフル ーツジュース  ・ アップルスパークリング

200yen＋

⿂介たっぷり
クラムチャウダー⾵
ライスプレート

タンドリーチキンと
ブルーチーズソースの
ライスプレート

tandoori chicken and
blue cheese sauce.

1380yen

1250yen

ムール⾙やエビ、あさり、イカ
を 贅 沢 に 使 っ た 特 製 シ
チュー。あさり出汁を加えて
クラムチャウダー⾵に仕上げ
ました。

ジューシーな⾃家製タンド
リーチキンが⾷欲をそそりま
す。濃厚なブルーチーズソー
スを絡めて召し上がれ♪

RICE PLATE
seafood with 
clam chowder style.



PASTA

マッシュルームとナッツの
きのこクリームペンネ

たっぷりきのこを使ったき
のこの⾵味豊かなクリーム
パスタ。クルミのザクザク
⾷感もアクセント。

mushrooms and nuts 
with mushroom cream sauce.

1230yen

ハーブミートボールと
茄⼦のトマトソースペンネ

粗挽きハーブミートボールが
ごろっと⼊ったショートパス
タ。トマトの酸味とたっぷり
チーズが相性抜群です。

herb meatball and eggplant 
with tomato sauce.

1200yen



marfa’s spice chicken curry.

マーファズ チキンスパイスカレー
1200yen

ごろっとチキンが⼊ったスパイシーなマーファカフェのオリジナルカレー。 隠し味のココナッツミルクがポイント！
（※季節により⾷材が変動する場合がございます。予めご了承ください。）

CURRY RICE

/ 表⽰価格は全て税抜表記です /

・ コーヒー（ H/ I ） ・ 紅 茶（ H/ I ） ・ オレンジジュース  ・ グレープフル ーツジュース  ・ アップルスパークリング

DRINK SET 200yen＋



SALADS AND CHIPS
AND FRIEDS

green salad of avocado and beans.

４種のお⾖とアボカドのグリーンサラダ
690yen

840yen

560yen

さっぱりシンプルなサラダ。ピリ⾟料理の名脇役といったらこれ！

caesar salad of soft-boiled eggs and spiced chicken. 

スパイスチキンと半熟卵のシーザーサラダ

定番のシーザーサラダにスパイシーなチキンをトッピング。

buffalo chiken wing.

バッファローチキンウィング
3P:620 yen  6P:1030 yen

N.Y ⽣まれの⼤⼈気おつまみ。
ホット＆スパイシーな味わいがたまらなくビールを誘う１品！

tortilla chips and salsa sauce.

トルティーヤチップス＆サルサソース

とりあえず、にぴったりのスピードメニュー。
これだけでビールがとまりません。

tartar sauce and onion rings. 

オニオンリングとタルタルソース
780yen

サクサク揚げたてにタルタルソースをたっぷりつけて召しあがれ！

french fries. 

フライドポテト
1. プレーン
2. ケイジャンスパイス / 3. スイートチリ＆サワークリーム

⽪はカリッと、中はホクホク！のあつあつポテト。
気分にあわせて３種類からお選びください。

680yen

620yen

/ 表⽰価格は全て税抜表記です /



DESSERT
marfa’s recommend dessert
pancakes and sundae...pancakes



サイズをお選びいただける
ようになりました。
S : シングルは１枚
W : ダブルは２枚 

coffee pancakes with cacao and chocolate sauce.

カカオとチョコレートソースのコーヒーパンケーキ

PANCAKES

マーファ⾃慢のコーヒーをパンケーキでも。
ビターなコーヒー⽣地にたっぷりのチョコレートソースを絡めてどうぞ。

パンケーキはご注⽂いただいてか
ら⽣地を焼き上げますのでお時間
がかかります、どうか、じっくりと
お待ちいただきますようよろしく
お願いいたします。

S : 900yen W : 1300yen

/ 表⽰価格は全て税抜表記です /DRINK SET
・ コーヒー（ H/ I ） ・ 紅 茶（ H/ I ） ・ オレンジジュース  ・ グレープフル ーツジュース  ・ アップルスパークリング

300yen＋



pancake with butter and maple style.

メープル⾹るバターのパンケーキ

pancake with caramel banana and chocolate.

キャラメルバナナとチョコレートのパンケーキ
pancake with cherry sauce and peach compote.

チェリーソースとぺシュのパンケーキ 

S : 750yen W : 1130yen

S : 880yen W : 1250yen S : 880yen W : 1250yen

S : 800yen W : 1160yen

⾹ばしいメープル⾵味のバターソースで、
ふわふわ⽣地をシンプルにお楽しみいただ
けます。

⽢酸っぱいチェリーソースと桃のコンポート、
リコッタチーズをあわせリッチな味わい。

pancake with lemon cream and honey.

レモンクリームとはちみつのパンケーキ

ふんわり優しいレモンクリームとはちみつの
⽢さがよく合います。レモンの⾹りがさわやか
なパンケーキ。

キャラメリゼしたバナナを贅沢にトッピング。
濃厚キャラメルソースとクリームを絡めてお
召し上がりください。



SUNDAESUNDAE

sundae with coffee jelly.

コーヒーゼリーサンデー
850yen 850yen 850yen

ビターなコーヒーゼリーとソフト
クリームが相性抜群！

chocolate sundae.

チョコレートサンデー

バナナとチョコレートの組み
合わせに、ココアビスケットを
プラスした定番サンデー！

sundae with yoghurt and cherry.

ヨーグルトチェリーサンデー

ヨーグルトと⽢酸っぱいチェリー
ソースを合わせて、さっぱりと。

/ 表⽰価格は全て税抜表記です /DRINK SET
・ コーヒー（ H/ I ） ・ 紅 茶（ H/ I ） ・ オレンジジュース  ・ グレープフル ーツジュース  ・ アップルスパークリング

300yen＋



BIRTHDAY
PANCAKE

当⽇
O K

birthday’s special double pancake.

ダブルパンケーキバースデースペシャルお名前お⼊れします！バースデー以外のメッセージもOK!

1800yen
トッピングにご要望がある⽅はスタッフまでご相談ください。

※混雑状況によっては提供にお時間をいただきます。



marfa’s shakes, ice cream floats
hand drip coffee and espresso
oraganic tea, harb, juice and soda

COFFEE&&
RELAXING



SHAKES 

ICE CREAM
FLOATS

チーズケーキとベリーのシェイク

ベリーをたっぷり使ったシェイクに、濃厚ベイクドチーズケーキ
がふわっとまざり合うデザートシェイク。

shake with baked cheesecake and berry.

800yen

コーヒー フロート
ミルキーなソフトクリームとまろやかな
コーヒーの苦味の相性はまさに完璧。

coffee float.

・カフェラテ フロート
cafe latte float.

・コーラ フロート
cola float.

ALL 800yen

ブラウニーとチョコチップのシェイク

贅沢にトッピングしたブラウニーをざくざく崩しながら楽しむ、
満⾜感たっぷりシェイク。チョコチップのつぶつぶがあと引く
おいしさ。

shake with brownie and chocolate chip.

800yen



DRIP 
COFFEE

ESPRESSO

キリマンジャロ

「野性味あふれる味」とも評されるタンザニア
産のコーヒー。マーファカフェでは中煎りで、
⽢さを伴うコクと後味が残らない良質の酸味
をお楽しみいただけます。

kilimanjaro.

600yen

コロンビア

程よい酸味とキレ、そして特徴的な⼒強いコ
クがあり、マイルドなコーヒーの代表です。

colombia.

540yen

ジャバ

⻨をこがしたような個性的な⾹りが特徴です。
酸味が少なく苦味主体で、⿊糖のような⽢味も。

java.

520yen

マンデリン

深いコクと滑らかな苦みがあり、
酸味が少なく飲みやすいコーヒーです。

mandheling.

600yen

・エスプレッソ
espresso.

・カフェラテ
cafe latte.

・アイスコーヒー
ice coffee

550yen

・カプチーノ
capccino.

居⼼地のいい店はコーヒーが旨くなくては！
マーファカフェでは、挽きたての⾖からハンド
ドリップでコーヒーを淹れています。⾖は⾹り
にこだわった４種類。お気に⼊りをみつけてみて。

/表⽰価格は全て税抜表記です /

S : 500yen W : 700yen

600yen ( i/h)

600yen (h)



TRADITIONAL

HARB BLEND TEA

FRUIT JUICE

SODA

・ダージリン (h)
darjeeling.

・アールグレイ (h)
earlgray.

・オレンジ・ドルチェ (h)
orenge dolce.

・オーガニックアイスティー
organic iced tea.

ALL 550yen

・カモミール シトラス (h)
chamomile citrus.

・スプリング ジャスミン (h)
spring jasmine.

・ジンジャーツイスト (h)
ginger twist.

ALL 570yen

/表⽰価格は全て税抜表記です /

・オレンジ
orange.

・グレープフルーツ
grapefruit.

550yen

・ベリーソーダ
berry soda.

680yen

・レモネードソーダ
lemonade soda.

680yen

・ジンジャーエール
ginger ale.

dry/sweet 550yen

・コカ・コーラ
coca-cola.

550yen

・トニックウォーター
tonic water.

500yen

550yen ・クランベリー
cramberry.

550yen

・マンゴー
mango.

・パイナップル
pineapple.

580yen 580yen ・ピーチ
peach.

580yen



bubble sangria and wine
beer, cocktails, mojito and more...

ALCOHOL



マンゴーの⾹りがはじける、ふわっふわの泡を
トッピングしたフルーティーなワインカクテル。
マーファのオリジナルサングリアです。

BUBBLE SANGRIA 

GLASS WINE

BEER 

ジン

COCKTAILS

cassis.

カシス
・カシスオレンジ
・カシスソーダ

rum.

ラム
・キューバリブレ
・ラムトニック

coconut.

ココナッツ
・ココナッツパイン
・ココナッツコーク

campari.

カンパリ
・カンパリソーダ
・スプモーニ

tequila.

テキーラ
・テキーラサンライズ
・テキーラトニック

dita.

ディタ
・ディタグレープフルーツ
・ディタソーダ

マーファズ・バブルサングリア 
⽩ / ⾚

marfa’s sangria.  white/red

690yen

・コロナ（330ml）
corona.

・ブルームーン（330ml）
blue moon.

本⽇のハウスワイン
today’s house wine.  white/red

glass 530yen

・ソーヴィニヨンブラン（⽩）
・カベルネ ソーヴィニヨン（⾚）

ALL 580yen ALL 720yen

/表⽰価格は全て税抜表記です /

・ジンバック
・ジントニック

gin.

ウォッカ
・スクリュードライバー
・ウォッカトニック

vodka.



[Policy of the removal of specified ingredient]
Customers with food allergies are keen on removing specific 
ingredients.Please check for our"Policy of the removal of specified 
ingredient" which is written on our website.
You can connect our website by scanning this QR code.

【關於去除特定食物的政策】
有食物過敏的顧客與其他希望能去除某項原料的顧客，請掃描 QRCode， 
並參閱我司的官網上的「關於去除特定食物的政策」。

左記QRコードより「特定⾷材の除去に関する
ポリシー」をご確認いただきまして、弊社の安
全に関するお願いにご了承いただけましたら
スタッフへご希望をお申し付けください。
(Language：⽇本語・English・中⽂ )

⾷物アレルギー⼜は
その他⾷材のお取り除きを
ご希望されるお客様へ

コードが読み取れないお客様はスタッフまでお声掛けください。
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