
価格はすべて税込み表記です※写真はイメージです。内容・食材は季節や仕入れ状況により異なる場合がございます。

ゆでたまご　　
70円

ミニサラダ　
200円

コーン
スープ
180円

ハーフ
バタートースト
180円

スペシャルモーニングSpecial Morning

Other

お飲み物をご注文のお客様にサービスさせて頂きます。  珈琲チケットがご利用できます。

※お飲み物はグランドメニューをご覧ください。 ※サラダの内容は日により異なります
※キッズドリンクはモーニングセット対象外です。

OPEN~11：00
Morning Menu

チケットモーニングメニュー

広島千田町店

［ヨーグルト・サラダ付］ミックスサンドイッチ ［ヨーグルト・サラダ付］フルーツサンド
カスタードとホイップクリームのダブルクリームで
美味しさ倍増のフルーツサンド。
季節によりフルーツは変わります。

厚切りバタートースト ジャムトースト

小倉トースト ハニーシナモントースト

サービスモーニングService Morning

［ゆでたまご付］
お好きなトーストを一つお選びください。

＋   0円お飲み物料金

　　 数量限定　　 数量限定

［ゆでたまご・サラダ付］

●バタートースト　　
●ジャムトースト　　
●小倉トースト　
●ハニーシナモントースト　　　

スペシャルトースト

＋   320円お飲み物料金

＋   650円お飲み物料金 ＋   600円お飲み物料金

お好きなトーストを一つ
お選びください。

たまごサラダとロースハム　定番のサンドイッチ
※からしマヨネーズを使用しています



ミニサラダ　
200円

コーン
スープ
180円

ハーフ
バタートースト
180円

ドリンク+280円Lunch Drink Lunch Drink 
・ブレンド珈琲
・アメリカン珈琲
・アイス珈琲
・ホットティー
・アイスティー

・カルピス
・コーラ
・メロンソーダ

Bread

Pasta
Rice

Side Menu

チキンライスをたまごでくるみ、
チーズをトッピング。
デミグラスソースで仕上げました。

チキンライスをたまごでくるみ、
チーズをトッピング。
デミグラスソースで仕上げました。

11：30~14：00
Lunch Menu

ランチメニュー

1,180円

880円

1,280円

チーズオムライス 
デミソース
チーズオムライス 
デミソース

詳しくはスタッフまでお尋ねください。

本日のパスタランチ本日のパスタランチ

価格はすべて税込み表記です※写真はイメージです。内容・食材は季節や仕入れ状況により異なる場合がございます。広島千田町店

800円

鉄板ナポリタン
 創業からの看板メニュー。定番の喫茶ご飯の代表、
ナポリタン。
特製ケチャップで仕上げたモチモチ太麺と熱々た
まごが一番人気の理由です。

1,180円チーズオムライス 
トマトソース
チーズオムライス 
トマトソース
チキンライスをたまごでくるみ、
チーズをトッピング。
さかい特製ケチャップで仕上げました。

チキンライスをたまごでくるみ、
チーズをトッピング。
さかい特製ケチャップで仕上げました。

ミックスサンドイッチ

※ヨーグルト付
フルーツサンド

カスタードとホイップクリームの
ダブルクリームで美味しさ倍増のフルーツサンド。
季節によりフルーツは変わります。

辛さレベルは中辛のシンプルな美味しさ。
オリジナル辛味スパイスをかけて自分好み
の味付けに。
大盛りライス＋110 円 

スパイシー
欧風カレーライス

1,180円

850円

　　 数量限定

　　 数量限定

・100％果汁オレンジジュース
・100％果汁
　ピンクグレープフルーツジュース

たまごサラダとロースハム　
定番のサンドイッチ
※からしマヨネーズを使用しています



さかい珈琲特製ふわふわパンケーキは、ご注文を頂いてからメレンゲと生地を合わせて焼くため、
ご提供に20分～30分程かかります。また、注文数が多い場合は更にお時間がかかりますので予めご了承ください。

世
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ストロベリーとベリー

ストロベリーやブルーベリーなどをふんだん
に使用。
生クリームとカスタードクリームに、甘酸っ
ぱさがピッタリ。

1,680円

11:30~

ホワイトエンジェル

ホワイトチョコとホワイトチョコソースを
使用し、濃厚バニラアイスを添えました。

1,680円

1,320円ダークエンジェル

ふわふわパンケーキにチョコレート
クリームをたっぷりかけました。
チョコクランチがアクセント。



※価格はすべて税込み表記です。※写真はイメージです。内容・食材は季節や仕入れ状況により異なる場合がございます。

西尾の
抹茶パンケーキ

1,320円

マカダミアナッツの豊かな香りをしみ込
ませた、パンケーキに生クリームをたっ
ぷりかけました。

マカダミアナッツソースの
パンケーキ 1,180円

甘み、旨み、香り高い西尾の抹
茶を使い、求肥とあんこの甘さ
が楽しめる、抹茶スイーツです。

自家製カソナードバターの
パンケーキ
お店で作っているさかい珈琲特製、カソ
ナードバターはメープルシロップと相性
ばっちり。

980円



バジルクリーム
イタリアの代表的なパスタ
” ジェノベーゼ ” をマイルドに
仕上げました。

11:30~パスタ Pasta

1,180円

鉄板ナポリタン

1,280円

カルボナーラ

パルメザンチーズと温泉たまごが
クリーミーなソースにぴったりです。

さかい珈琲オリジナル、クリーミーな
トマトベースのビスクソースで仕上げ
た、海老とブロッコリー、ほうれん草
が入ったパスタです。

1,280円

1,280円

海老とブロッコリーの
ビスクソース

創業からの看板メニュー。定番の
喫茶ご飯の代表、ナポリタン。
特製ケチャップで仕上げたモチモ
チ太麺と熱々たまごが一番人気の
理由です。



11:30~

辛さレベルは中辛のシンプルな美味しさ。
オリジナル辛味スパイスをかけて自分好み
の味付けに。
大盛りライス＋110 円 

スパイシー
欧風カレーライス 880円

&カレー

サイドメニュー

コーンスープ 180円 ミニサラダ 200円
ハーフ
バタートースト 180円

Omelette Rice&Curry 

Omelette rice

1,180円

チーズオムライス
デミソース

チキンライスをふわふわたまごでくるみ、
チーズをトッピング。
デミグラスソースで仕上げました。

1,180円

チーズオムライス
トマトソース
チキンライスをふわふわたまごでくるみ、
チーズをトッピング。
さかい特製ケチャップで仕上げました。



11:30~ブレッドメニュー Bread Menu

バター 330円

ジャム 330円

小倉 350円

ハニーシナモン 380円

700円☆キッズごちそうプレート

・カルピス
・100％果汁オレンジジュース
・100％果汁ピンクグレープフルーツジュース

小学生以下のお子様に限ります

下記からお選びください

  

11：30 ～

Kids Menu

厚切りトースト　

ミックスサンドイッチ 850円

※ヨーグルト付

たまごサラダとロースハム　定番のサンドイッチ
※からしマヨネーズを使用しています

フルーツサンド 800円

カスタードとホイップクリームの
ダブルクリームで美味しさ倍増のフルーツサンド。
季節によりフルーツは変わります。

サイドメニュー

コーンスープ 180円 ミニサラダ 200円
ハーフ
バタートースト 180円

☆キッズドリンク付

　　 数量限定

　　 数量限定

・ハンバーグ　・オムライス　　　・スマイルポテト
・サラダ 　　  ・コーンスープ　   ・プリン



いちごとブルーベリーのケーキ
ココアスポンジ・カシスムース・バニラ風味のムースを重ねて
いちご果肉とブルーベリー果肉をトッピング。

りんごのキャラメルケーキ
しっとりとしたスポンジと、香ばしいクルミを合わせたキャラ
メル風味のムースを重ね、リンゴの果肉をトッピング。

ティラミス
コーヒーシロップがしみ込んだスポンジとコクのあるチー
ズムースを二層に重ね、ココアを振りかけたケーキです。

サクサク食感のタルト生地に、爽やかな酸味と程よい甘さのレモン
フィリング、ホイップクリームが層になったレモンタルト。
表面にこんがりと焼き色をつけて、レモンと蜂蜜をトッピング。

はちみつレモンタルト

530円

530円 530円

530円

スイーツ Sweets

各380円
480円昔ながらのプリン ・バニラアイス

・抹茶アイスシンプルながら濃厚な味わいのプリン。

　　 数量限定



blended coffee
Sakai blended coffee

※価格は税込み表記です※写真はイメージです。内容・食材は季節や仕入れ状況により異なる場合がございます。

さかいブレンド珈琲　
3つのこだわり
さかいブレンド珈琲　
3つのこだわり

地域厳選
コロンビアをベースとしたアラビカ種 100％豆を
使用し、フルシティローストで焙煎したさかい珈
琲オリジナルブレンドです。

低温焙煎
珈琲のためにじっくりと、低温長時間焙煎を行っ
ています。低温で焙煎することにより豆を少しず
つふくらませて香りが逃げないような焙煎を行っ
ています。

絶対品質
高品質コーヒー豆のみを使用。芳醇な香りと濃厚
な味わいをお楽しみいただけます。

Hot Coffee
ブレンド珈琲 480円

アメリカン珈琲 480円

カフェ・オレ 520円

ウインナー珈琲 550円

カプチーノ 560円

キャラメルマキアート 560円

Iced Coffee
アイス珈琲 480円

アイスカフェ・オレ 520円

アイスウインナー珈琲 550円

アイスカプチーノ 560円

アイスキャラメルマキアート 560円

チケット

チケット

チケット

チケット

チケット

チケット

チケット

240円

240円

260円

280円

240円

260円

280円

2杯目
以降

2杯目
以降

ルワンダ　
フイエマウンテン 660円

Speciality Coffee ［1.産地指定　2.原料品質　3.カップ品質にこだわったコーヒー］

ガテマラ　サンタクララ　ゲイシャ 1,100円

カフェインが９７％カットされてますがコーヒーの香りと味
わいがしっかりと感じられるコーヒーです。

フローラルでフルーティーな甘さと酸味を伴うフレーバーが
印象的です。力強さよりも繊細さを感じるフレーバーで、冷
めてくるとグレープフルーツのような渋みを伴った若々しい
酸味が特徴です。

コーヒーを口に含んだときの触感・質感
（マウスフィール）は、グリーンアップル
やマスカットのような明るいフルーツの
風味。アフターテイストは黒糖のような
甘さが続きます。ルワンダの中でも、よ
り味わいに深みがあるのがフイエマウン
テンコーヒーの特長です。

デカフェ（カフェインレス）　
ダークロースト  560円

Coffee Ticket

贈答用の封筒をご用意しております。

［　　　こちらのマークのドリンクにご利用いただけます。］

おかわりドリンクがお得
←このマークが付いているドリンクは
2杯目以降お得になります。
1杯目と同じドリンクではなくてもOK！
※茶菓子はつきません

珈琲チケットは550円 までのドリンクにご利用いただけます。

※差額でのご利用はできません。

〈7枚綴り〉   3,080円　

チケット



「スミックティー」は、インド、スリランカ政府紅茶局認定マーク付きの高品質な

茶葉を使用しています。100%原産地で手摘みにより収穫された茶葉は、

各国の熟練ブレンダーが日本の水質に合わせてブレンドを行っています。

ハイクオリティーな紅茶体験を通じて、「心を満たす一杯」をお届けいたします。

ダージリン  520円
ストレート / レモン / ミルク
中国種の繊細な茶樹より、厳選した若葉を中心にブレンドしました。
ダージリンティーならではの甘く芳ばしい香りが楽しめる秀逸なブレンドです。

アイスティー  520円
ストレート / レモン / ミルク

ロイヤルミルクティー  600円

アールグレイ　580円
ストレート / レモン / ミルク
深いコクと甘みを持つアッサム紅茶をベースにした、爽やかな香りと濃厚な味わい
のオリジナルブレンドティーです。

フルーツガーデン  　580円
様々なフルーツを贅沢にブレンドした華やかなフルーツティー。
甘酸っぱく、クリームのような優しい甘みと香り、ルビーのような鮮やかな
水色は、お目覚めの朝食、リフレッシュにとてもおすすめです。

グリーンルイボス トロピカルパンチ  580円
ノンカフェインでミネラル豊富な南アフリカ原産のグリーンルイボス
ティーをベースにストロベリーとピーチの甘い香りのノンカフェインの
お茶です。
ローズペタルやコーンフラワーなど、見た目にも華やかです。

カモミール 　580円
最初に澄んだ青色が出て、しばらくするとカモミールの黄色に
変わるハーブティーです。みつりんごのフレーバーリングでより
フルーティーにカモミールをお楽しみいただけます。

イングリッシュブレックファースト  　580円

ストレート / レモン / ミルク
1日のはじまり、朝食のひと時にぴったりの英国風のブレンドティーです。しっかりとした味わいのアッサム茶
葉を使用。上質な紅茶がもつ甘く芳醇な味わいは、ストレートで楽しむのはもちろんのこと、ミルクをいれて
も美味しい味わいです。

  260 円

チケット Hot Tea

Iced Tea Milk Tea

(hot/ice) 

茶葉の写真は
イメージです。

ティーバッグでの
ご提供となります。

チケット

二杯目以降

カフェインレス カフェインレス



Coffee Ticket

贈答用の封筒をご用意しております。

［　　　こちらのマークのドリンクにご利用いただけます。］

おかわりドリンクがお得
←このマークが付いているドリンクは
2杯目以降お得になります。
1杯目と同じドリンクではなくてもOK！
※茶菓子はつきません

珈琲チケットは550円 までのドリンクにご利用いただけます。

※差額でのご利用はできません。

〈7枚綴り〉   3,080円　

チケット

Other Float

Fruit Juice

コーラフロート 600 円

メロンソーダフロート 600 円

アイス珈琲フロート 600 円

アイスティーフロート 600 円

アイスココアフロート 600 円

Kids Drink

カルピス 180 円

100％果汁オレンジジュース 180円

カルピス 460 円

コーラ 460 円

メロンソーダ 460 円

ミルク (hot/ice) 460 円

ココア (hot/ice) 560 円

100％果汁オレンジジュース 480円

100％果汁ピンクグレープフルーツジュース 480円

レモンスカッシュソーダ 560 円

ミックスジュース 560 円

チケット

チケット

チケット

チケット

チケット

チケット

230円

230円

230円

230円

280円

2杯目
以降

240円

240円

2杯目
以降

100％果汁
ピンクグレープフルーツ
ジュース 180 円

※モーニングは付きません
※小学生以下のお子様に限ります


