classic

smoothies

クラシックスムージー

small ¥500

medium ¥550

a-

ma n g

迷ったらコレ！米国人気 No.1 ！甘くて濃厚なスムージー
passion fruit mango juice blend, pineapple sherbet, mangos

アメリカ人気 No.1!

¥900
豊富なトッピングで満足度 UP、食べるスムージー

cozy

マンゴー・ア・ゴーゴー
mango-a-go-go®

o®

o-

-g

bowls

エナジーボウル

sorairo

large ¥600

jamba の定番＆人気スムージー
go

energy

日本限定オリジナルスムージー

チャンキーストロベリー
chunky strawberry™
イチゴ、豆乳、ギリシャ風ヨーグルトベースの色鮮やかなボウル
soymilk, nonfat Greek style yogurt, organic granola, peanut butter, strawberries, bananas

カリビアンパッション
caribbean passion®

ピーチーグリーン・グッドネス
peachy green goodness

スッキリ＆フルーティー、いつでも南国気分を味わえる一杯
passion fruit mango juice blend, orange sherbet, strawberries,
peaches

パンプキンシード入りのピーチ＆ケール ボウル
peach juice blend, pumpkin seeds, mangos, peaches, kale

ソライロ・コージー
パッションフルーツの甘味に塩こうじをプラス、
甘じょっぱさが癖になる一杯
passion fruit mango juice blend,
pineapple sherbet, blue spirulina,
salted rice malt, bananas

オレンジドリームマシン
orange dream machine®
豆乳のまろやかさとオレンジの酸味が絶妙にマッチしたスムージー
orange juice, soymilk, orange sherbet, fat free vanilla frozen yogurt

ピービー・ワオ・カカオ
pb wow cacao
カカオの風味が香ばしい、アーモンドミルク、ピーナッツバターが入った濃厚なボウル
unsweetened almond milk, fat free frozen yogurt, peanut butter, organic cacao powder, bananas

アロハパイナップル
aloha pineapple®
パイナップルをベースに、ギリシャ風ヨーグルトとストロベリーの
酸味がプラスされた程よい後味が続くスムージー
pineapple juice, nonfat Greek style yogurt, pineapple sherbet,
strawberries, bananas

y™

ストロベリーズワイルド
strawberries wild®

smoothies

medium ¥620

large ¥670

in

te

&b

anana

pr

o

medium ¥620

植物性由来の原材料のみを使用した、カラダに優しいスムージー

甘酸っぱいストロベリーと豆乳のまろやかさがベストマッチ
soymilk, soy protein, strawberries, bananas

パンプキンシード入りの、ピーチとレモンの酸味が
爽やかなグリーンスムージー
peach juice blend, lemonade, pumpkin seeds, kale,peaches, bananas

ピービー・バナナプロテイン
pb & banana protein
バナナスムージーにピーナッツバターの風味をプラス、
タンパク質豊富な一杯
reduced fat milk, peanut butter, whey protein, honey, bananas

add to any smoothiE

aw

フレッシュスクイーズジュース

medium ¥620

large ¥670

オレンジキャロットツイスト
orange carrot twist™

アップルグリーンズ
apple ’n greens™

ar

ro

t tw i s t ™

オレンジ、キャロットのストレートミックスジュース
fresh juiced carrot, fresh orange juice

ピュアリーオレンジ
purely orange™
fresh orange juice

ビタミンが豊富なフルーツと野菜を一緒に摂取できる万能スムージー
apple strawberry juice blend, kale, peaches, bananas, mangos
apple ‘n

ピーチパーフェクション
peach perfecton™
スムージーにプラスして
あなただけのオリジナルスムージーに！

tr

注文を受けてからスクイーズする新鮮ストレートジューズ

c

アメイジング・グリーンズ
amazing greens®

boosts ブースト

small ¥550

large ¥670

ソイプロテイン・ベリーワークアウト
protein berry workout™ with soy protein

n

s
ky

fresh-squeezed juices

プラントベーススムージー

small ¥550

栄養素が豊富なウエルネス＆パワースムージー

pb

chu

o r an g e

medium ¥620

large ¥670

plant-based smoothies

パワースムージー

small ¥550

be

small ¥550

strawberries wild®

ピュアリーキャロット
purely carrot™

s™

power

rr

世界中から愛される絶妙なバランスの甘酸っぱさが特徴的な一杯
apple strawberry juice blend, fat free vanilla frozen yogurt,
strawberries, bananas

3 種類のフルーツが織りなす味わいを、ふんわり香るピーチの風味と楽しめる一杯
peach juice blend, apple strawberry juice blend, mangos, peaches, strawberries

gre

en

fresh juiced carrot

kids

smoothie
キッズスムージー

ソイ プロテイン
soy protein ¥50

ケール
kale ¥80

パンプキンシード
pumpkin seeds ¥80

ビタミン C
vitamin C ¥80

くるみ
walnut ¥80

強いカラダづくり

抗酸化作用

鉄分補給

免疫力向上

アンチエイジング

¥350

ストロベリーズゴーンバナナズ
strawberries gone bananas™
アップルジュースをベースにした、
イチゴとバナナ入りのキッズスムージー
apple strawberry juice blend, strawberries, bananas

表示価格は税抜きです。The price does not include taxes.

おすすめ signature

