
MACCHI-ART
マキアート

CROSSING SODA
クロッシング ソーダ

香り豊かな静岡県産の抹茶を贅沢に使用しまし
た。 ここでしか味わえないミルクの甘みと抹茶の
苦味のバランスが取れた 1 杯、 是非ご堪能下さい。

MATCHA LATTE   HOT・ICED
￥500
アレルギー ｜  乳

MATCHA LATTE 
抹茶ラテ

カカオ分 55% のフランス産チョコレートを贅沢
に使用した濃厚チョコレートラテ。ほろ苦い甘み
と良質な香り、生クリームのコクが堪能できる本
格的な１杯です。

CHOCOLATE LATTE   HOT・ICED
￥500
アレルギー ｜  乳・大豆

CHOCOLATE LATTE 
チョコレートラテ

MACCHI-ARTのデザインは、下記の車種からお選びいただけます。

お客様の写真をMACCHI-ARTに描くことができます。
お客様の顔写真はその場でスタッフが撮影致します。
タブレット型端末の中の画像等は、お客様ご自身での撮影となります。

お客様の写真をMACCHI-ARTに描くことができます。

YOUR PHOTO

COFFEE
コーヒー

エチオピア産のコーヒー豆をベースとしたオリ
ジナルブレンド。ミルクチョコレートのような
甘さと、爽やかな後味が特徴です。

LATTE 
HOT・ICED

￥400
アレルギー ｜ 乳

COFFEE  
HOT・ICED

￥350

撮影 MACCHI-ART完成！
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各 ¥700

日産のクルマや、お客さまご自身の写真を MACCHI-ART の表面に描くことができます。
一息つきながら NISSAN CROSSING の思い出を、どうぞ SNS でシェアしてください。
アイスはホイップクリームの表面に描きます。

税込み価格です　All items do include tax.

MACCHI-ART  NISSAN CARS

I C E D

H O T アレルギー ｜ 乳¥500
アレルギー ｜ 乳・大豆¥600

Carmine Red カーマインレッド

フランス産いちごピューレとシロップを炭酸で割ったソーダ。
甘みが強く、お子様にもおすすめの一杯です。
現在の日産車を代表するスポーツカラー。鮮やかさと陰影感でパフォー
マンスを感じさせます。

Ultimate Shiny Orange

現在の日産車を代表するスポーツカラー。オレンジというユニークな色
域でスタイリングを際立たせることに挑戦しています。日産の独自性や
先進性を表現しました。

Mid Night Purple Ⅲ
フランス産ブルーベリーピューレとブルーラズベリーシロップを炭酸で
割ったソーダ。甘酸っぱい味わいで疲れを心地よく癒してくれるでしょう。

歴代GT-Rのキャラクターを象徴するスポーツカラー。見る角度によって表
情を変え、ヘッドライトや水銀灯に照らされた時に最も魅力的に見えます。

※ 仕入状況により色の濃淡に差が発生する場合があります。

スカイライン 
( 2019年 V37型 )

NISSAN GT-R 
( 2016年 R35型 )

Ca�è Latte
カフェラテ

Chocolate
チョコレート

Matcha
抹茶

or or

Choose a �avor　３種類の中からフレーバーをお選びいただけます。

アレルギー ｜ 乳・大豆

ミッドナイトパープルⅢ

アルティメイトシャイニーオレンジ

フランス産オレンジピューレとタンジェリンシロップを炭酸で割った
ソーダ。フルーティーな味わいで、気分をリフレッシュしてください。
アレルギー ｜ オレンジ

スカイラインGT-R
( 2000年 BNR34型 )
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MACCHI-ART

We use plenty of aromatic, �avorful 
Shizuoka Matcha green tea. An excellent 
blend of the sweetness of milk and 
bitterness of Matcha you can experience 
only here.

MATCHA LATTE   HOT・ICED
￥500
Allergens : Milk

MATCHA LATTE 
We use lavish quantities of French 55% Cacao 
for our chocolate latte. Enjoy the slight bitter 
sweetness and aromatic �avor with the 
richness of fresh cream.

CHOCOLATE LATTE   HOT・ICED
￥500
Allergens : Milk・SOY

CHOCOLATE LATTE 

Please choose the car model you would like printed on your MACCHI-ART from the selection below.

We can replicate your photo on 
your MACCHI-ART.

YOUR PHOTO

COFFEE
Ethiopian co�ee beans make up the base of 
our original blend. It is characterized by its 
sweetness esembling milk chocolate and 
refreshing aftertaste.

We can print a picture of your choice in latte art form. 
You can choose to take a picture of yourself in store or 
of another picture from a tablet or cellphone.

LATTE 
HOT・ICED

￥400

COFFEE  
HOT・ICED

￥350

Allergens : Milk

Take a photo Enjoy your MACCHI-ART!

All items do include tax.

MACCHI-ART  NISSAN CARS

I C E D

H O T Allergens  |  Milk¥500
Allergens  |  Milk・Soy¥600

Choose to have one of NISSAN's cars or even your own photo drawn on your 
macchiato. Make sure to share a photo of  your MACCHI-ART on social media to 
remember the time you spent at NISSAN CROSSING. 
We print MACCHI-ART on ice whipped cream.

Ca�è Latte Chocolate Matchaor or

Choose a �avor　You can choose from 3 types of flavors.

Allergens  |  Milk・Soy

KICKSNISSAN LEAFNISSAN
ARIYA

CROSSING SODA each¥700
Carmine Red
Sweet French strawberry puree, syrup and carbonic 
acid soda. Recommended for children. 

Sports color that represents Nissan. Feeling the performance 
through vividness and shade.

Ultimate Shiny Orange

Mid Night Purple Ⅲ
French blueberry puree, blue raspberry syrup and 
carbonic acid. Sweet and sour �avor that heals your 
exhaustion. 

Sports color that symbolizes the characters of successive  
GT-Rs. Changes its expression depending on the angle;  
looking the most attractive when illuminated by  headlights 
or mercury lamps. 

SKYLINE
( 2019 V37 )

SKYLINE GT-R 
( 2000 BNR34 )

NISSAN GT-R 
( 2016 R35 )

※ The color of COLD PRESS SODA may change depending on the vegetables and fruits we use.

Sports color that represents Nissan. Unique orange color that 
stands out symbolizing Nissan's uniqueness and innovation.

French orange puree, tangerine syrup and carbonic 
acid. Fruity, refreshing �avor.   Allergies : Orange


