
☆トースト
☆ジャムトースト
☆ハニーシナモントースト

・  ゆでたまご

サービスモーニング

スペシャルモーニング

お飲み物料金

7 : 00~11 : 00

上記☆印からお一つお選びください。

ハムとタマゴのホットサンド

ハムとチーズのホットサンド

390お飲み物料金

390お飲み物料金

・  サラダ　・  フルーツ   

・  ゆでたまご　・  サラダ　・  フルーツ　



☆トースト　
☆ジャムトースト　
☆ハニーシナモン
　トースト　
☆小倉トースト

スペシャルトースト

二種のトースト

スペシャルモーニング

300お飲み物料金

単品メニュー　　

120
140

60
80

●ゆでたまご 
●小倉
●濃厚コーンスープ
●ミニサラダ濃厚コーンスープ濃厚コーンスープ

※お飲み物はドリンクページをご覧下さい。
※お飲み物ご注文のお客様に限りご提供いたします。
※サラダ・フルーツの内容は日により異なります。
※写真はすべてイメージです。珈琲チケットがご利用できます。

お一人様、一品以上のご注文をお願い致します。
全ての表示価格は税込価格です。 

右記☆印からお一つお選びください。

右記☆印からお好きな組み合わせ
をお選びください。

・  ゆでたまご  　・  サラダ　・  フルーツ

※モーニングをご注文のお客様に限りご提供いたします。

バジルトースト

360お飲み物料金

めんたい子トースト

360お飲み物料金

・  ゆでたまご　・  サラダ　・  フルーツ 

・  ゆでたまご　・  サラダ　・  フルーツ  

めんたい子と組み合わせられます

バジルと組み合わせられます

チケット



さかいブレンド珈琲 450

ウィンナー珈琲 520

カフェ・オレ 500

カプチーノ 520

キャラメル珈琲 520

アーモンド・オレ珈琲 520

有機ブレンド珈琲 580

有機アメリカン珈琲 580

アメリカン珈琲 450

おかわり珈琲

マンデリン 590

キリマンジャロ
（キリマンジャロ100％）

590

さかいブレンド珈琲

キャラメル珈琲

230

230

240

おかわりさかいブレンド珈琲

※茶菓子は付きません

おかわりアメリカン珈琲

※さかいブレンド珈琲・アメリカン珈琲を
　ご注文の方に限り

おかわり水出しアイス珈琲
※水出しアイス珈琲をご注文の方に限り

指定農園で栽培され、土壌から栽培まで徹底的に
有機にこだわったコーヒーです。

当店こだわりの有機コーヒーを
アメリカンでお楽しみ下さい。 

アフリカ大陸最高峰キリマンジャロのふもとで
育てられた豆。キレの良い酸味が特徴です。

インドネシアスマトラ島産です。
苦みの強い珈琲の代名詞。

チケット

チケット

Hot Coffee

Special Coffee



※全ての表示価格は税込価格です。
※写真はすべてイメージです。

アイスウィンナー珈琲 520

アイスキャラメル珈琲 520

アイスカフェ・オレ 500

アイスカプチーノ 520

水出しアイス珈琲 480

アイス珈琲専用にオリジナルブレンドした豆を長
時間焙煎して粗挽きし、丁寧に時間をかけ「水出し
抽出｣しています。
熱湯からの抽出に比べ、苦味・渋み・カフェイン等
の刺激成分が少なく、芳醇でコクがあります。

アイス珈琲

珈琲チケットがご利用できます。

〈10枚綴り〉珈琲チケット 4,050円

＊1杯あたり最大で75円お得
  480円までのドリンクにご利用いただけます。

贈答用の封筒をご用意しております。
お気軽にスタッフまで。

チケット

チケット

Iced Coffee

Coffee Ticket

お一人様、一品以上のご注文をお願い致します。



ダージリンティー
紅茶のシャンパンと称される世界三大銘茶。
ストレート、レモンティーに最適。

アッサムティー
強いコクと赤褐色の水色が特徴。
ミルクティーに最適

ミックスフルーツ
ハーブティー
ローズヒップ・ハイビスカスフラワー・アップル・オ
レンジピール・エルダーベリー・ペパーミントをブ
レンドした爽やかなハーブティー。

アップル＆ハーブミックス
ティー
アップルを71％も使用してるので飲みやすいハ
ーブティーです。ハイビスカスフラワー・オレンジ
ピールなどをミックス。

アールグレイティー
アールグレイならではの柑橘系の香りがフルーティに
香ります。優美な味わいをお楽しみください。

ロイヤルミルクティー
強いコクのアッサム茶葉を使用。

ノンカフェイン

ノンカフェイン

ノンカフェイン

リンゴを想わせる甘い香り、はちみつとブレンドされた優しい飲み心地で、疲れ
たときにホッと一息できる癒し系のハーブティー。

はちみつ入りスペインティー〈テ・コンミエルシリーズ〉
※お砂糖をいれなくても十分な甘さがあります。

はちみつカモミールティー 

P O I N T
ティーパックを
スプーンに巻きつけ
はちみつエキスを
出すと、より美味しく
いただけます。

さかい珈琲の紅茶は
ろうそくでポットを温めながら
いただけるので、
温かい紅茶を長くお楽しみいただけます。
カップ２杯分ありますのでたっぷりと味わえます。
くつろぎの時間をお過ごしください。

はちみつスペインティー
はちみつが入った紅茶。はちみつのやさしい甘さと紅茶の香りで、ゆったりとし
た優雅な時をお楽しみいただけます。

500

480

480

480

580

480

480

チケット

チケット

チケット

チケット

チケット

Hot Tea

Special Tea

Herbal Tea

500



生レモン
スカッシュソーダ 480

生搾り果実入り
オレンジジュース 530

生搾り果実入り
グレープフルーツジュース 550

ミックスジュース 550

ソフト・メロンソーダ 620

ソフト・アイス珈琲 670

ソフト・アイスティー 670

ソフト・アイスココア 690

ソフト・コーラ 620

コカ・コーラ 430

メロンソーダ 430

ミルク（Hot・Ice) 460

ココア（Hot・Ice) 520

ウィンナーココア
（Hot・Ice)

580

カルピス（Hot・Ice) 430

生レモンを搾ったオリジナル
レモンスカッシュ。

※全ての表示価格は税込価格です。
※写真はすべてイメージです。

珈琲チケットがご利用できます。

アイスレモンティー 480

アイスミルクティー 480

Iced Tea

Soft Cream Drink

Soft  Drink

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

チケット

Fruit  Drink

お一人様、一品以上のご注文をお願い致します。



※日によって変わります。詳しくはスタッフにお尋ねください

ココットランチ

11 : 30~14 : 00
ランチご注文のお客様に限りランチドリンク＋100円

※バケットかライスが選べます
※大盛りライス＋100 円
※揚げ物・デザートの内容は日により異なります。
詳しくはスタッフまでお尋ねください。

デミグラスハンバーグ
ココットランチ

1,380

1,380
※トッピングに玉子又はチーズをお選び下さい

キャベロール 若鶏のトマトクリーム

本日のココットランチ

粗挽きソーセージと
茸のポトフー仕立て

揚げ物・デザート付き

グリルチキン
グリーンカレー煮込み



次のページにもランチがございます

・珈 琲（HOT・ICE)　 ・紅 茶（HOT・ICE)　・カルピス（HOT・ICE)
・オレンジジュース　 ・グレープフルーツジュース　・コーラ　・メロンソーダ

ランチご注文のお客様に限り 各＋100円

シフォンケーキ スフレロール

ランチご注文のお客様に限り、スイーツメニュー150円引き

濃厚NYチーズケーキ
340円490円 ➡ 290円440円 ➡520円 ➡370円 520円 ➡370円 440円 ➡290円

抹茶スフレロール
440円 ➡290円

※ホット珈琲ご注文の方に限り、おかわりホット珈琲 230 円
※アイス珈琲ご注文の方に限り、おかわりアイス珈琲 240 円

※サラダの内容は日により異なります。
※写真はすべてイメージです。全ての表示価格は税込価格です。 

お一人様、一品以上のご注文をお願い致します。

1,160

1,160

1,160
海老フリットのトマトクリームソース

（フェットチーネ）

めんたいイカクリーム
（リングイネ）

本日の日替わりパスタ

※詳しくはスタッフにお尋ねください

ワンプレートパスタランチ

トマトソースを生クリームでまろやかに仕上げ、
トッピングにプリプリ海老のフリットのパスタ
※フェットチーネ…幅広で弾力があるパスタ。
卵を入れることで風味よいパスタに。

※リングイネ…楕円形のパスタ。丸い形状では
ない独特の食感を生み出します。

デザートorフォカッチャ・サラダ付き

はちみつレモンタルト ティラミス



1,160チキン南蛮

※ごはん・赤だし・小鉢付き※大盛りライス＋100 円

11 : 30~14 : 00
ランチご注文のお客様に限りランチドリンク＋100円

※サラダ付き

特製ケチャップの
鉄板ナポリタン

チーズオムライス
デミソース

1,060
完熟トマトを使用し、酸味を抑えたちょっと甘めの、
さかい珈琲オリジナル「特製トマトケチャップ」で作
りました。

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。

1,060

※サラダ付き

※サラダ付き

鉄板 和ポリタン 
生七味添え
もちもちの太麺を和テイストにさっぱり仕上げた、
さかい珈琲特製の「和ポリタン」。味の決め手は、
香ばしく焼いた” おあげ” と、一緒に添えた” 生七味”。

こくと旨みがあるのに、さっぱりとしてさわやかな
自家製タルタルソース。その秘密は、たまごとシャ
キシャキ野菜がたっぷり入っているから。当店自慢
のタルタルソースを是非一度ご賞味ください。

自家製タルタルソース

1,160

1,080

※ごはん・赤だし付き※大盛りライス＋100 円

おろしポン酢ソース
鶏の竜田揚げ　



ランチご注文のお客様に限り、スイーツメニュー150円引き

・珈 琲（HOT・ICE)　 ・紅 茶（HOT・ICE)　・カルピス（HOT・ICE)
・オレンジジュース　 ・グレープフルーツジュース　・コーラ　・メロンソーダ

ランチご注文のお客様に限り 各＋100円
※ホット珈琲ご注文の方に限り、おかわりホット珈琲 230 円
※アイス珈琲ご注文の方に限り、おかわりアイス珈琲 240 円

※サラダの内容は日により異なります。
※写真はすべてイメージです。全ての表示価格は税込価格です。 

単品メニュー

ハムとタマゴのホットサンド
※スープ付き

※スープ付き

840

4種のミックスホットサンド
(ハム・レタス・トマト・チーズ）

990

チキンとトマトソース
ホットサンド
※スープ付き 990

チキンとトマトソースホットサンドチキンとトマトソースホットサンド

カレーライス
820

カツカレー
1,030

※サラダ付き※大盛りライス＋100円

※サラダ付き※大盛りライス＋100円

※ランチご注文のお客様に限りご提供いたします

カレーライスカレーライス

ライス 200円　　　　　バケット 150円　　　フォカッチャ 150円　

お一人様、一品以上のご注文をお願い致します。

ハムとタマゴのホットサンドハムとタマゴのホットサンド

シフォンケーキ スフレロール濃厚NYチーズケーキ
340円490円 ➡ 290円440円 ➡520円 ➡370円 520円 ➡370円 440円 ➡290円

抹茶スフレロール
440円 ➡290円

はちみつレモンタルト ティラミス



 SWEETS MENU

口に含んだ瞬間スーッと消えるとっても軽くあっさりしたホイップクリームと、
しっとり薄く焼いた甘さ控えめのパンケーキ。
口に含んだ瞬間スーッと消えるとっても軽くあっさりしたホイップクリームと、
しっとり薄く焼いた甘さ控えめのパンケーキ。

幸せスイーツパンケーキ幸せスイーツパンケーキ

しっとりパンケーキに、フランス菓子
で使用される稀少価値の高い発酵バ
ターに、はちみつを練りこんだ風味豊
かなパンケーキ。
※発酵バターとは…原材料のクリーム
を乳酸菌で発酵させたもので独特の香
りとコクがあるバター。

プレーンパンケーキ

はちみつ or メープルシロップを
お選び下さい

お飲み物とご一緒のご注文で
100 円引き

630

お飲み物とご一緒のご注文で
100 円引き

930
西尾の抹茶
パンケーキ
全国有数の抹茶の産地、愛知県西尾市。
甘み、旨み、そして香り高い西尾の抹
茶を使い、モチモチ食感が楽しめる求
肥とあんこの優しい甘さが楽しめる、
抹茶スイーツです。



※全ての表示価格は税込価格です。  ※写真はすべてイメージです。

 SWEETS MENU

濃厚NYチーズケーキ

濃厚でなめらかな口どけの
チーズケーキ。

スフレロール

クリームには北海道産練乳を使い、
ミルク感広がる味わいです。

シフォンケーキ

ふわふわしっとりのシフォンケーキ。

メープルシロップ添え440 440 440

490

珈琲ぜんざい
小倉と珈琲、和洋折衷絶品スイーツ。 640
珈琲をおかけ頂いてお召し上がりください。

はちみつレモン
タルト 520

ティラミス
520

お飲み物とご一緒のご注文で 50 円引き お飲み物とご一緒のご注文で 50 円引き お飲み物とご一緒のご注文で 50 円引き

お飲み物とご一緒のご注文で 50 円引き お飲み物とご一緒のご注文で 50 円引き お飲み物とご一緒のご注文で 50 円引き

贅沢な大人の味わいの抹茶スフレロール。

抹茶スフレロール

高蔵寺店限定

シンプルながら濃厚な味わいのプリン。 480

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。

お飲み物とご一緒のご注文で 50 円引き

昔ながらのプリン

お一人様、一品以上のご注文をお願い致します。

（HOT又はICE）



ホットドッグホットドッグ

ハニーシナモントーストハニーシナモントースト

軽　食

ホットサンド

厚切りバタートースト 320

チキンとトマトソースホットサンド

ハニーシナモントースト 450

小倉トースト 430

ホットドッグ 460

890

890

山盛りフライドポテト 450

※フライドポテト付き

（ハム・レタス・トマト・チーズ）
4種のミックスホットサンド

※フライドポテト付き

9 : 00~23 : 00

ハムとタマゴのホットサンド
720※フライドポテト付き

ドリンクと一緒のご注文で
100円引きになります。Drink Set

チキンとトマトソースホットサンドチキンとトマトソースホットサンド

ハムとタマゴのホットサンドハムとタマゴのホットサンド



1,080
特製大人のカツサンド
※フライドポテト付き

14 : 00~23 : 00

※写真はすべてイメージです。
全ての表示価格は税込価格です。 

オリジナルのドレッシングで和えた
たまごとスライスオニオン。
トマトとレタス。
カツは自慢の特製ソースで。
五層からなる旨みは絶品。
この自信作をぜひお召し上がりください。

特製ケチャップの
鉄板ナポリタン

980

960

960

980

760

完熟トマトを使用し、酸味を抑えたちょっと甘めの、
さかい珈琲オリジナル「特製トマトケチャップ」で作
りました。

鉄板 和ポリタン 生七味添え
もちもちの太麺を和テイストにさっぱり仕上げた、さかい
珈琲特製の「和ポリタン」。味の決め手は、香ばしく焼いた”
おあげ” と、一緒に添えた” 生七味”。

カレーライスカレーライス

カレーライス

カツカレー

※大盛りライス＋100円

※大盛りライス＋100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
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。

お一人様、一品以上のご注文をお願い致します。



裏表紙

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。

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

さかいブレンド珈琲　
三つのこだわり

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（210 度ぐらい）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。


