
小さなサンドウィッチSMALL SANDWICHES

価格は税別です    tax not included.

MEALS 11:30AM-
（food L.O. 9PM）

Quintet クインテット

バゲット（2スライス）

アペリティフスナックAPERITIF SNACKS

❶ Nordic salmon 
ノルディックサーモン
新鮮なサーモンとディルとサワークリーム。フィンランド代表
とも言える定番マリアージュをお楽しみください。
Fresh salmon with dill and sour cream. Enjoy this marriage of the 
quintessential flavors of Finland.

¥700
❷ Shrimp
小エビ
ヘルシンキっ子にも大人気の小エビのサラダを小さなオープン
サンドでどうぞ。
Enjoy this shrimp salad (also popular with true Helsinki natives) 
in a small open sandwich. ¥600

❸ Herring & sour cream
ニシンとサワークリーム
フィンランドで愛されるニシンのマリネにサワークリームを
合わせて、サラダ仕立てのオープンサンドにしました。
白ワインによく合います。
Marinated herring is a much-loved staple in Finland. Served 
here with sour cream in an open sandwich, with a side salad. 
Goes well with white wine.

¥600

❹ Brie cheese & apple croissant
ブリーチーズとりんごのクロワッサンサンド
ピュアバターをたっぷり使った大きめのクロワッサンにブリーチーズ・りんご・ブルーベリージャムをサンドしました。
Large croissants made with lashings of pure butter, served as a sandwich with brie cheese, apple, and blueberry jam.

¥700
❺ Ham & cheese croissant
ハムとチーズのクロワッサンサンド
クロワッサンにバター・ハム・チーズ。素材が光るシンプルサンドです。
Croissants with butter, ham and cheese, served as a simple sandwich to bring out the goodness of the ingredients.

¥750

SANDWICHES / PIE

価格は税別です    tax not included.

MEALS

Seasonal soup （with baguette）
季節のスープ （バゲット付）
詳細はスタッフにお尋ねください。Please ask the staff for details.

11:30AM-
（food L.O. 9PM）

¥450＋

SOUP

Nordic salmon （Cold sandwich）
ノルディックサーモンのコールドサンド

上質なノルウェーサーモンをフレッシュディルやサワークリームと共に
楽しむフィンランドの定番をオープンサンドでどうぞ。
This Finnish staple is an open sandwich with fine-quality Norwegian salmon. 
Enjoy with fresh dill and sour cream.

¥1,700

Nordic salmon & Shrimp （Cold sandwich）
ノルディックサーモンと小エビのコールドサンド

フィンランドの味ともいえるサーモンマリネと小エビのサラダを一度に
楽しめるスペシャルなオープンサンドです。
Marinated salmon can be called the true taste of Finland. To this, we add 
shrimp salad in an open sandwich that’s a special combination of tastes.

¥1,800

Shrimp （Cold sandwich）
小エビのコールドサンド

たっぷりの小エビにディルやペッパーを合わせるサラダはフィンランドの
カフェやマルシェに欠かせない存在です。
レモンをギュッと絞ってお召し上がりください。
The salad, with plentiful shrimp, along with dill and pepper mixed in, is 
found on the menu at every café and market in Finland. Squeeze some 
lemon on it to enjoy the full flavor.

¥1,600

Salmon soup （with baguette）
サーモンスープ （バゲット付）

新鮮なサーモンと野菜がゴロッとたっぷり入ったクリーミーなサーモン
スープは、フィンランドのお母さんの味です。
A creamy salmon soup with copious fresh salmon and vegetables. 
This is the taste of home cooking from Finland.

¥1,500

¥1,100

Ham, cheese, pineapple （Hot sandwich）
ハム・チーズ・パインのホットサンド

ライ麦パンにロースハムとフレッシュパイン、たっぷりのチーズ。
ヘルシンキ店でも愛されるカフェアアルトのホットサンドです。
Roast ham, fresh pineapple and plenty of cheese on rye bread. This Aalto 
toasted sandwich is a popular favorite at our Helsinki branch too.

House pie
カフェアアルト ハウスパイ

ほうれん草と２種のチーズをふんだんに使って丁寧に焼き上げました。
カフェアアルトでしか味わえないオリジナルの食事パイです。

¥1,300

This pie is filled with spinach and two types of cheese and baked to perfection. 
Cafe Aalto House Pie, served as a main course, is an exclusive Aalto original.

価格は税別です    tax not included.

BREAKFAST MENU 7AM-11:30AM

Please select 1 drink of your choice from the coffee/tea menu.

朝食メニューのセットドリンクは、コーヒー（COFFEE）メニューまたはティー（TEA）メニューより
お好きなドリンクを選びください。

BREAKFAST SET DRINK

アアルト

コーヒー・ブルーベリージュース/オーガニックオレンジジュース・トースト・
バター・ジャム・チーズ・ハム・トマト・きゅうり

フィンランドスタイル、定番の朝食。 ハムやチーズ、野菜を
お好みでオープンサンドにしてどうぞ。 

coffee, blueberry juice/organic orange juice, toast, butter, jam, 
cheese, ham, tomatoes, cucumbers

Enjoy our Finnish-style set breakfast. Add ham, cheese and vegetables 
to your open sandwich as you please.

Aalto

¥1,500

Aalto/sparkling アアルト/スパークリング

スパークリングワイン・コーヒー・トースト・バター・ジャム・チーズ・ハム・トマト・きゅうり

フィンランドスタイルの定番朝食をスパークリングワインと共に。特別な朝の時間をゆっくりとお楽しみください。

sparkling wine, coffee, toast, butter, jam, cheese, ham, tomatoes, cucumbers

Have sparkling wine with your Finnish-style set breakfast. Relax and enjoy a special, leisurely morning.

¥1,900

Cinnamon roll シナモンロール

お好みのドリンク・シナモンロール

ピュアバターを贅沢に使い、シナモンとカルダモンをたっぷり
効かせたフィンランドの味。 ボリュームたっぷりの本国サイズ
をお楽しみください。

the drink of your choice, cinnamon roll

A Finnish treat, made with lashings of pure butter and flavored 
with generous pinches of cinnamon and cardamom. The portion 
size if Finnish too, so enjoy this substantial breakfast.

¥1,000

Alla Raffaele ラファエル

カプチーノ・ブルーベリージュース/オーガニックオレンジジュース・ クロワッサン

オーナーのお父さんの名前が付いたイタリアンスタイルのシンプル
な朝食です。

cappuccino, blueberry juice/organic orange juice, croissant

This simple, Italian-style breakfast is named after the owner’s 
father.

¥800

Salmon soup サーモンスープ

お好みのドリンク・サーモンスープ・バゲット

新鮮なサーモンと野菜をたっぷり使ったクリーミーなサーモン
スープは、フィンランドのお母さんの味です。

the drink of your choice, salmon soup, 2 slices of baguette

A creamy salmon soup with plentiful fresh salmon and vegetables. 
This is the taste of home cooking from Finland.

¥1,700

Poet’s breakfast 詩人

カフェラッテ・ブルーベリージュース/オーガニックオレンジジュース・クロワッサン・
ジャム・ブリーチーズ・フレッシュフルーツ

たっぷりのフレッシュフルーツとクロワッサンにブリーチーズ
を添えたフレンチスタイルの朝食です。

caffè latte, blueberry juice/organic orange juice, croissant, jam, brie 
cheese, fruits

A French-style breakfast with copious fresh fruit, croissants, and 
brie cheese also.

¥1,600

サンドウィッチ/パイ

スープ

❶

❷

❸

❹

❺

厳選したフィンランドの味を少しずつ楽しめるスナックプレートです。ワインやバゲットと一緒にどうぞ。
This is a selection of carefully chosen Finnish snacks for you to savor little by little. Enjoy with wine and baguette.

ノルディックサーモン・小エビ・ニシン・ハバティチーズ・ブリーチーズ

¥1,600

nordic salmon, shrimp, Herring,havrti cheese, brie cheese

Trio トリオ
ノルディックサーモン・小エビ・ブリーチーズ

¥1,000
nordic salmon, shrimp, brie cheese

Baguette （2 sl ices） 
※お食事をお召し上がりの方のみご注文いただけます。 ¥300Only available with meals.

SET DRINK ¥450＋

お食事（MEALS）メニューのセットドリンクはコーヒー（COFFEE）メニュー、ティー（TEA）メニューまたは、
グラスワイン（赤/白）よりお選びください。
Meal set drinks : please select 1 drink of your choice from the coffee/tea menu or 1 glass wine (red/white).


