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・カスタマイズができないドリンクを除き、「⽢さ︓ふつう（ICEDは氷︓あり）」の1杯あたりの数値を表⽰しています。トッピングなど、カスタマイズされた場合は情報が異なります。
 また、トッピングおよびフードは1食あたりの数値を表⽰しています。尚、フードメニューはカフェイン量ではなく、⾷塩相当量を表⽰しています。
・表⽰している数値は、原材料データおよび⼀部の原材料は(⼀財)⽇本⾷品分析センターの分析値をもとに、標準的な調理により算出した計算値です。
・「-」は該当サイズがない旨を⽰しています。
・各データは随時更新されます。最終更新⽇をご確認ください。
・掲載されていないメニューの数値につきましては非公開とさせていただきます。ご了承ください。
＊⼀杯ずつご提供していますため、実際の数値と異なる場合がございます。

S M L S M L
HOT 24 kcal 34 kcal - 124 mg 158 mg -
ICED - 34 kcal 47 kcal - 130 mg 180 mg
HOT 24 kcal 34 kcal - 86 mg 110 mg -
ICED - 34 kcal 47 kcal - 90 mg 125 mg
HOT 25 kcal 35 kcal - 106 mg 135 mg -
ICED - 34 kcal 48 kcal - 111 mg 154 mg
HOT 23 kcal 32 kcal - 90 mg 115 mg -
ICED - 32 kcal 45 kcal - 95 mg 131 mg
HOT 25 kcal 35 kcal - 114 mg 145 mg -
ICED ｰ 34 kcal 47 kcal - 120 mg 166 mg
HOT 94 kcal 122 kcal ｰ 124 mg 158 mg ｰ
ICED ｰ 219 kcal 303 kcal ｰ 109 mg 150 mg
HOT 94 kcal 122 kcal ｰ 86 mg 110 mg ｰ
ICED ｰ 219 kcal 303 kcal ｰ 75 mg 104 mg
HOT 95 kcal 123 kcal ｰ 106 mg 135 mg ｰ
ICED ｰ 231 kcal 321 kcal ｰ 93 mg 128 mg
HOT 93 kcal 120 kcal ｰ 90 mg 115 mg ｰ
ICED ｰ 217 kcal 301 kcal ｰ 79 mg 109 mg
HOT 341 kcal 434 kcal ｰ 2 mg 2 mg ｰ
ICED ｰ 200 kcal 277 kcal ｰ 2 mg 3 mg
HOT 94 kcal 122 kcal - 114 mg 145 mg -
ICED ｰ 219 kcal 303 kcal - 100 mg 138 mg
HOT 245 kcal 306 kcal ｰ 90 mg 120 mg ｰ
ICED ｰ 255 kcal 353 kcal ｰ 97 mg 134 mg
HOT 248 kcal 310 kcal ｰ 89 mg 118 mg ｰ
ICED ｰ 258 kcal 358 kcal ｰ 95 mg 132 mg
HOT 161 kcal 208 kcal ｰ 86 mg 110 mg ｰ
ICED ｰ 258 kcal 374 kcal ｰ 68 mg 91 mg
HOT 161 kcal 208 kcal ｰ 124 mg 158 mg ｰ
ICED ｰ 258 kcal 374 kcal ｰ 98 mg 131 mg
HOT 161 kcal 208 kcal ｰ 114 mg 145 mg ｰ
ICED ｰ 258 kcal 374 kcal - 90 mg 121 mg
HOT 186 kcal 241 kcal ｰ 138 mg 174 mg ｰ
ICED ｰ 176 kcal 260 kcal ｰ 124 mg 160 mg

マンゴー 阿⾥⼭ティー エード           ICED - 85 kcal 119 kcal - 68 mg 95 mg
ピーチ 阿⾥⼭ティー エード ICED - 116 kcal 171 kcal - 86 mg 117 mg
フルーツビネガー あらごしりんご＆パイン（ソーダ） ICED - 193 kcal - - 0 mg -
フルーツビネガー あらごしベリー＆ざくろ（ソーダ） ICED - 191 kcal - - 0 mg -
ピーチ ICED 127 kcal ⁻ 0 mg ⁻
マンゴー ICED 105 kcal ⁻ 0 mg ⁻
ミルク ICED 190 kcal ⁻ ⁻ 0 mg ⁻ ⁻
ピーチ ICED 102 kcal ⁻ ⁻ 0 mg ⁻ ⁻
アイス コーヒー                ICED - 6 kcal 11 kcal - 173 mg 289 mg

HOT 98 kcal 124 kcal - 138 mg 174 mg -
ICED - 69 kcal 114 kcal - 96 mg 160 mg

コーヒーシュガー                ＊1本 3gあたり 12 kcal - - - - - 
ポーションミルク                ＊1個 5mlあたり 12 kcal - - - - - 
ガムシロップ                  ＊1個 13gあたり 36 kcal - - - - - 

パール
ミルクフォーム
アロエ
ナタデココ

ICED
HOT 496 kcal 0 mg
ICED
HOT 296 kcal 114 mg
ICED 330 kcal 53 mg
HOT 278 kcal 124 mg

クレームブリュレ ミルクフォーム  

甜甜圏（テンテンドーナッツ） はちみつ味
甜甜圏（テンテンドーナッツ） ⿊糖味
マーラーカオ
パイナップルケーキ
参鶏湯
ガパオ
和風だしカレー
⿊糖
ピーチ

フルーツドリンク

キッズドリンク ＊Kidsサイズ

コーヒー
 ＊取扱い店舗のみ

カフェ オ レ     

フルーツビネガー

彩々粥
154 kcal

201 kcal

101 kcal

フード ＊取扱店のみ

304 kcal

Gong cha Tea Dessert

3.4g

161 kcal 0.05g

クリーミータピオカ
116 kcal 2.9g
117 kcal 0.2g

1.9g
297 kcal

甜品

234 kcal 0.1g
216 kcal 0.1g

2.5g

0 mg

166 kcal 0.1g

エネルギー 食塩相当量
1⾷又は1袋あたり 1⾷又は1袋あたり

0 mgクレームブリュレ タロ ミルクティー
＊9/16 ~11/7

クレームブリュレ パンプキン ブラックミルクティー
＊10/14 ~11/7

クレームブリュレ マロン アールグレイ ミルクティー
＊9/16 ~10/10

348 kcal 63 mg

期間限定
エネルギー カフェイン

M M

カフェイン
1⾷あたり 1⾷あたり

トッピング

128 kcal -
91 kcal -
50 kcal -

エネルギー

126 kcal -

トッピング

ミルクティー

ブラック ミルクティー

ウーロン ミルクティー

ジャスミン グリーン ミルクティー

阿⾥⼭ ウーロン ミルクティー

チョコレート ミルクティー

アールグレイ ミルクティー

⽇本茶ミルクティー
抹茶 ミルクティー     

焙じ茶 ミルクティー   

ティーエード

⿊糖ミルク

⿊糖ミルク ウーロンティー

⿊糖ミルク ブラックティー

⿊糖ミルク アールグレイ ティー

⿊糖ミルク カフェ オ レ

ドリンク
エネルギー カフェイン

オリジナルティー

ブラックティー

ウーロンティー

ジャスミン グリーンティー

阿⾥⼭ ウーロンティー

アールグレイ ティー


