
food ＆goodies
marfa’s recomend  menu
tortilla and salads combo
burger, pasta, and rice bowl
salads and chips and frieds



MARFA'S
RECOMMEND

buffalo chiken wing
バッファローチキンウィング　3p:620yen 6p:1030yen
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！

Corona.
コロナ (330ml)　720yen

Blue Moon.
ブルームーン (330ml)　720yen

MARFA’s sangria. white/red
マーファズ・バブルサングリア 

白 / 赤　690yen

マンゴー風味の
ふわふわの泡を
トッピングした、
フルーティーな
サングリアです。

/ 表示価格は全て税抜きです /



SALADS AND CHIPS
AND FRIEDS

chili con carne. 
チリコンカルネ～メキシコ風お豆の煮込み～　580yen
お豆とチョリソのスパイシーなトマト煮です。こいつとコロナで乾杯！

tortilla chips and salsa sauce.
トルティーヤチップス＆サルサソース　560yen
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。

french fries. (plain/cajun spices/sweet chili & sour cream)
フライドポテト /１. プレーン　620yen
フライドポテト /２. ケイジャンスパイス /3. スイートチリ＆サワークリーム　680yen
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。

potato nachos.
ポテトナチョス　680yen
フライドポテトにスパイシーなチリビーンズとチェダーチーズをたっぷりかけて、オーブン焼きに！

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！

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
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　840yen
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。



MARFA’S 
DELI TACOS PLATE.

MARFA’s deli tacos plate.
マーファズ デリタコスプレート
1200yen
5 種類のデリがのった贅沢プレート！お好みのデリをトルティーヤに包んで
お召し上がりください。
ビーツとヨーグルトの自家製サルサソースをかけて味の変化も楽しんで。

スパイシーチキン /レッドキャベツのコールスロー /4 種お豆とツナのディップ
カリフラワーと蓮根、キヌアのガーリックロースト /
 グリーンサラダ　バターミルクドレッシング

DRINK SET
フードに＋200yenでドリンクをつけられます。

・コーヒー (I/H)
・紅茶 (I/H)

・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



MARFA’ｓ special burger .
マーファズスペシャルバーガー1280yen
ふわふわのバンズと、粗挽き肉からつくるジューシーな自家製パティが自慢！
レタスとトマト、赤玉ねぎにチェダーチーズを合わせ、食べ応えあるこだわりのバーガーです。

SPECIAL BURGER.



RICE BOWL マーファオリジナルのライスボウルが新登場！！

tunatuna
avocadoavocado
cucumbercucumber
limelime
eggegg

pulled porkpulled pork
red cabbagered cabbage
sour creamsour cream

taco meattaco meat
avocadoavocado
salsa saucesalsa sauce
coriandercoriander

sea foodsea food
gumbogumbo
coriandercoriander

chili con carnechili con carne
herb meatball herb meatball 
salsa saucesalsa sauce



MARFA’s taco-rice.
マーファズタコライス
980yen
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。

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
980yen
バーベキューソースで煮込み、ほろほろトロトロで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。

chili con carne rice bowl with herb meatball. 
ハーブミートボールのチリコンカンライス
1080yen
ピリッとスパイスが効いたチリコンカンと、粗挽きハーブミートボール
が食欲をそそります。
赤玉ねぎや豆、食材それぞれの食感も一緒にお楽しみください！

mexican seafood gumbo.
メキシカンシーフードガンボ
1180yen
ガンボとは、メキシコに伝わるオクラが入った具だくさんスープ。
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。

poke bowl with tuna and avocado. 
炙りマグロとアボカドのポキボウル
1200yen
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。

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW



PASTA

mexican bolognese pasta with fresh tomato.
フレッシュトマトの
メキシカンボロネーゼ　1200yen
自家製ソースがもちもちのパスタに絡む、スパイシーなボロネーゼ。
ごろっと入ったアボカドやトマト、サクサクのトルティーヤチップスが
まるでタコライスのような、マーファおすすめパスタ。



/ 表示価格は全て税抜きです /

dessert.
pancakes
sundae,



PANCAKES

coffee pancake 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
s:900yen/w:1300yen
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。

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 

DRINK SET
デザートに＋300yenでドリンクをつけられます。

・コーヒー (I/H)
・紅茶 (I/H)

・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



pancake with butter and  maple syrup.
メープルシロップとバターのパンケーキ　s:750yen/w:1130yen
香ばしいメープルバターソースで、ふわふわ生地をシンプルにお楽しみいただけます。

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　s:880yen/w:1250yen
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。

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:880yen/w:1250yen
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　s:800yen/w:1160yen
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。



SUNDAE

/ 表示価格は全て税抜きです /

sundae with yoghurt and cherry.
ヨーグルトチェリーサンデー　800yen
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。

chocolate sundae.
チョコレートサンデー　800yen
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 coffee jelly.
コーヒーゼリーサンデー　800yen
ビターなコーヒーゼリーと濃厚ソフトクリームが
相性抜群！



BIRTHDAY
PANCAKE
できます。

birthday’s special
double pancake with fruits
 and vannila icecream. 
フルーツとバニラアイスの
ダブルパンケーキ
バースデースペシャル
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

b
d当日

OK

※混雑状況によっては提供にお時間をいただきます

お名前お入れします。
バースデー以外のメッセージもOK！

もちろんキャンドル付き。
歳の数だけ…つけると危険な場合は
３本くらいにさせてください！

バースディソングで
盛り上げていいですか？
シャイな方にはそぉっとお持ちします
のでスタッフにお知らせください！

1800yen

/ 表示価格は全て税抜きです /



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



/ 表示価格は全て税抜きです /

やさしいバニラの香りがふんわり広がる、なめらかな舌触りが魅力の
マーファ特製シェイク。お好みの具合にまぜてお召し上がりください。SHAKES 

shake with baked cheesecake and berry.
チーズケーキとベリーのシェイク　800yen
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 brownie and chocolate chip.
ブラウニーとチョコチップのシェイク　800yen
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。



ICE-CREAM
FLOATS

ミルキーなソフトクリームを
たっぷりのっけてフロートにしました。
肌に冷たすぎない陶器のマグで、のんびり

カフェタイムを楽しみたい方にもおすすめです。

all 700yen

caffee float.
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。

cafe latte float.
カフェ ラテ フロート

cola float.
コーラ フロート



DRIP COFFEEDRIP COFFEE
kilimanjaro.
キリマンジャロ　600yen
「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。

colombia.
コロンビア　540yen
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。

java.
ジャバ　520yen
麦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、黒糖のような甘味も。

mandheling.
マンデリン　600yen
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。

ESPRESSO
espresso.
エスプレッソ　s:500yen/w:700yen

ice coffee.
アイスコーヒー　550yen

cafe latte.
カフェラテ　hot/ice 600yen

capccino.
カプチーノ　hot 600yen

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きです /



TRADITIONAL
darjeeling
ダージリン

orenge dolce
オレンジ・ドルチェ

HARB BLEND TEA
chamomile citrus
カモミール シトラス

ginger twist
ジンジャーツイスト

spring jasmine
スプリング ジャスミン

all hot 570yen

ICED TEA
organic iced tea.
オーガニック アイスティー
550yen

FRUIT
JUICE

orange.
オレンジ　550yen

grapefruit.
グレープフルーツ　550yen

cramberry.
クランベリー　550yen

mango.
マンゴー　580yen

pineapple.
パイナップル　580yen

peach.
ピーチ　580yen

earlgray
アールグレイ

all hot 550yen

SODA

rosy berry soda.
ロージーベリーソーダ
680yen

lemonade soda.
レモネードソーダ
680yen

ginger ale.
ジンジャーエール
dry/sweet 550yen

coca-cola.
コカ・コーラ
550yen

tonic warter.
トニックウォーター
500yen

Lemonade

Soda



night and day
alcohols &
refreshing.
bubble sangria and wine
beer, cocktails, highball, mojito
and more...!



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。

MARFA’s sangria. white/red
マーファズ・バブルサングリア 
白 / 赤　690yen

BUBBLE SANGRIA 

today's house wine.　
white/red
本日のハウスワイン
・ソーヴィニヨンブラン(白 )
・カベルネ ソーヴィニヨン (赤 )

glass/530yen

GLASS WINE

BEER AND
BEER COCKTAIL

Corona.
コロナ (330ml)　720yen

Blue Moon.
ブルームーン (330ml)　720yen



マーファのメニューとの相性ぴったり！
ミントとラムの定番カクテルといえば
モヒートです。お好きな具合にミントを
スマッシュしてお召し上がりください。

NUMBER
MOJITO

01.

02.

03.

04.

standard.
スタンダード

mango.
マンゴー

kiwi.
キウイ

mix berry.
ミックスベリー

gin.      
ジン
・ジンバック
・ジントニック

vodka.
ウォッカ
・スクリュードライバー
・ウォッカトニック

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

all 680yen

all 580yen

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

malibu.
マリブ
・マリブパイン
・マリブコーク

campari.
カンパリ
・カンパリソーダ
・スプモーニ






