
měi shì kā fēi ( rè / lěng )

美式咖啡（热/冷） カフェアメリカーノ

ná tiě ( rè / lěng )

拿铁（热/冷） スターバックスラテ

mó kǎ ( rè / lěng )

摩卡（热/冷) カフェモカ

kǎ bù qí nuò ( rè / lěng )

卡布奇诺（热/冷） カプチーノ

jiāo táng mǎ qí duǒ ( rè / lěng )

焦糖玛奇朵（热/冷） キャラメルマキアート

nóng suō kā fēi

浓缩咖啡 エスプレッソ

nóng yù kā fēi mó kǎ ( rè / lěng )

浓郁咖啡摩卡（热/冷） リッチコーヒー・モカ

fù ruì bái

馥芮白 ミルクエスプレッソ FLAT WHITE

zhēn guǒ fēng wèi ná tiě ( rè / lěng )

榛果风味拿铁（热/冷） ヘーゼルナッツフレーバーラテ

xiāng cǎo fēng wèi ná tiě ( rè / lěng )

香草风味拿铁（热/冷） バニララテ

jiāo táng nóng suō xīng bīng lè

焦糖浓缩咖啡星冰乐 キャラメルエスプレッソフラペチーノ

nóng suō xīng bīng lè

浓缩咖啡星冰乐 エスプレッソフラペチーノ

mǒ chá xīng bīng lè

抹茶星冰乐 抹茶クリームフラペチーノ

máng guǒ xī fān lián guǒ chá xīng bīng lè

芒果西番莲果茶星冰乐 マンゴーパッションティーフラペチーノ

mó kǎ xīng bīng lè

摩卡星冰乐 モカフラペチーノ

mó kǎ kě kě suì piàn xīng bīng lè

摩卡可可碎片星冰乐 ジャバチップフラペチーノ

xiāng cǎo xīng bīng lè

香草风味星冰乐 バニラクリームフラペチーノ
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hóng chá ná tiě ( rè / lěng )

红茶拿铁（热/冷） チャイティーラテ

mǒ chá ná tiě ( rè / lěng )

抹茶拿铁（热/冷） 抹茶ティーラテ

chá wǎ nà   bīng yáo yòu yòu fēng mì hóng chá

茶瓦纳 冰摇柚柚蜂蜜红茶 TEAVANA アイスゆずハニーティー

bīng yáo hóng méi hēi jiā lún chá

冰摇红莓黑加仑茶 アイスクランベリーカシスティー

chá wǎ nà   bīng yáo táo táo lǜ chá

茶瓦纳 冰摇桃桃绿茶 TEAVANA アイスピーチティー

chá wǎ nà   bīng yáo táo táo lǜ chá

茶瓦纳 冰摇桃桃乌龙茶 TEAVANA アイスピーチウーロン

jīng diǎn qiǎo kè lì yǐn pǐn ( rè / lěng )

经典巧克力饮品（热/冷） クラシックチョコレートドリンク

měi shì sōng bǐng

美式松饼 アメリカンパンケーキ

lán méi mài fēn

蓝莓麦芬 ブルーベリーマフィン

xiāng nóng qiǎo kè lì mài fēn

香浓巧克力麦芬 チョコレートマフィン

xuàn fēng yù guì sū

旋风玉桂酥 シナモンロール

fǎ shì xiāng sū kě sòng

法式香酥可颂 クロワッサン

céng céng zhēn zi guǒ rén sū

层层榛子果仁酥 ヘーゼルナッツクリスプパンケーキ

fēng mì tí zi sī kāng

蜂蜜提子司康 ハニーレーズンスコーン

xiāng nóng qiǎo kè lì kě sòng

香浓巧克力可颂 チョコレートクロワッサン

quán mài hé táo mài fēn

全麦核桃麦芬 くるみマフィン
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lán méi qū qí fēng qīng rǔ lào dàn gāo

蓝莓曲奇风轻乳酪蛋糕 ブルーベリークッキー風チーズケーキ

nóng chún sān chóng hēi qiǎo kè lì dàn gāo

浓醇三重黑巧克力蛋糕 三層ブラックチョコレートケーキ

fǎ shì shǎn diàn pào fú

法式闪电泡芙 エクレア

xīng bā kè kā fēi tí lā mǐ sū dàn gāo

星巴克咖啡提拉米苏蛋糕 ティラミスケーキ

fǎ shì mǎ kǎ lóng

法式马卡龙 マカロンクッキー

niǔ yuē fēng nóng yù zhòng zhī shì dàn gāo

纽约风浓郁重芝士蛋糕 ニューヨークレアチーズケーキ

niú yóu guǒ jī ròu bèi guǒ

牛油果鸡肉焙果 アボガドチキンベーグル

péi gēn dàn kě sòng bǎo

培根蛋可颂堡 ベーコンエッグクロワッサン

mì zhī péi gēn dàn juǎn

蜜汁培根蛋卷 ベーコンエッグラップ

céng céng niú ròu fǎ gùn

层层牛肉法棍 ビーフサンドフランスパン

jī ròu zhī xiāng pà nì ni

鸡肉芝香帕尼尼 チキンパニーニ

huǒ tuǐ zhī shì kě sòng

火腿芝士可颂 ハムチーズクロワッサン

shuāng chóng jī shì huǒ tuǐ tǔ sī

双重芝士火腿吐司 チーズハムトースト

gāo dá zhī shì huǒ tuǐ xīng míng zhì

高达芝士火腿星明治 チーズハムサンド

màn kǎo huǒ tuǐ zhī shì qià bā tè

慢烤火腿芝士恰巴特 ハムチーズチャバッタ

jīn qiāng yú pà ní ni

金枪鱼帕尼尼 ツナパニーニ

huǒ jī péi gēn yīng shì mài fēn

火鸡培根英式麦芬 ターキーベーコンブリティシュマフィン
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jī ròu zhī shì shǒu wò sān míng zhì

鸡肉芝士手握三明治 チキンチーズサンド

gǔ wù zǔ hé xī là shì fēng wèi suān nǎi ( hùn hé méi guǒ )

谷物组合希腊式风味酸奶（混合莓果） シリアルコンビネーション・ギリシャヨーグルト ミックスベリー

gǔ wù zǔ hé xī là shì fēng wèi suān nǎi ( huáng táo )

谷物组合希腊式风味酸奶（黄桃） シリアルコンビネーション・ギリシャヨーグルト 黄桃

yāo guǒ

腰果 カシューナッツ

yīng lún fēng wèi huáng yóu bǐng gān

英伦风味黄油饼干 英国スタイルバタービスケット

hùn hé guǒ rén guǒ fǔ

混合果仁果脯 ミックスナッツ

bàng bàng táng

棒棒糖 スティックキャンデー

kā fēi wèi dàn juǎn

咖啡味蛋卷 カフェフレーバーウェファーロール

bò hé wèi kǒu xiāng táng ( wú táng )

薄荷味口香糖（无糖） シュガーレスペパーミントガム

bò hé wèi yìng táng ( wú táng )

薄荷味硬糖（无糖） シュガーレスペパーミント
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