
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

［ゆでたまご付］

お好きなトーストを一つ
お選びください。

サービスモーニングService Morning

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。

スペシャルモーニング
ピザトースト
［ゆでたまご・サラダ付］

※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
※アルコール/キッズドリンクはモーニングセット対象外です。

スペシャルモーニング　グラタン

［ゆでたまご・サラダ付］

スペシャルモーニング
ハム＆たまご ホットサンド

［ゆでたまご・サラダ付］

［バタートースト・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　　　

お好きなトーストを一つお選びください。

スペシャルトースト

マカロニグラタンとバタートーストが付いて満足感いっぱいの
モーニングです。
マカロニグラタンとバタートーストが付いて満足感いっぱいの
モーニングです。

OPEN~11：00
Morning Menu

チケットモーニングメニュー

＋   480円お飲み物料金

＋   360円お飲み物料金

＋   0円お飲み物料金

＋   380円お飲み物料金

＋   320円お飲み物料金

＋   480円お飲み物料金

＋   600円お飲み物料金

ハニーバター　　

自家製パンケーキの
スペシャルモーニングPancake Morning

フレンチパンケーキ
パンケーキの中にバターを入れて、表面がカリっとする
まで焼き上げます。カリカリの食感が楽しめます。

小野店
［ヨーグルト・サラダ付］

スペシャルモーニング
フルーツサンド

・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



Side 
Menu
Side 
Menu コーンスープ

ミニサラダ
フォカッチャ

180円

200円

200円

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。

全品ドリンク付き

・バニラアイス
・抹茶アイス

Ice cream SetIce cream Set

Lunch Drink Lunch Drink 

アイスクリーム
セット ・フレンチパンケーキ

・ティラミス
・ミルクレープ

Cake SetCake Set
ケーキセット

＋250円

＋360円

・ブレンド珈琲
・アメリカン珈琲
・アイス珈琲

・カルピス
・コーラ
・メロンソーダ

・ホットティー
・アイスティー
・オレンジジュース

Bread

Pasta Rice

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

セットメニューは11：30~14：00までの特別価格です。14：00以降のご注文は通常価格になります

Cocotte

Lunch Menu
サービスランチメニュー

創業からの看板メニュー。
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。

鉄板ナポリタン
 

1,180円
1,220円1,180円

1,200円

1,100円

1,380円

1,480円

980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

ビーフシチューのようなオリジナル「デミグラスソース」で仕上げました。
大盛りライス（五穀米）＋110 円 
ビーフシチューのようなオリジナル「デミグラスソース」で仕上げました。
大盛りライス（五穀米）＋110 円 

ハンバーグ　
デミグラス煮込み
ハンバーグ　
デミグラス煮込み

小野店

※サラダ付き

※サラダ付き彩り鮮やかな野菜を味わうシンプルなガーリック
オイルベースのパスタ。 
彩り鮮やかな野菜を味わうシンプルなガーリック
オイルベースのパスタ。 

彩り野菜の
ペペロンチーノ
彩り野菜の
ペペロンチーノ

 ランチ限定メニュー

漬けマグロとアボカドの
サラダごはん

 

シンガポール風
チキンサラダ
ごはん

ブラックスイートソイソースに
ジンジャーのフレーバーとチリ
ソースが効いてさっぱりとしな
がらもコクのある一品です。ア
クセントにパクチーを添えて。
五穀米を使用しています。

さかい厳選の自信作。サラダ感覚で味
わえるヘルシーごはんです。 

ヒレカツホットサンド
柔らかくジューシーな豚ヒレを使用した
肉厚なホットサンドです。

※サラダ付
※ライス（五穀米）or バゲット付　

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。
お野菜を たっぷりトッピングした欲張りなカレーです。
※季節により野菜は変わります。
大盛りライス（五穀米）＋110 円   

　
野菜たっぷりカレー
　
野菜たっぷりカレー
※サラダ付き

ランチメニューは一例です。
日によって異なりますので予めご了承ください。詳しくは店内メニューをご覧ください。

h.masuda
長方形



　おすすめ

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。

11:30~20:00

※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。

フレッシュフルーツ
【パンケーキ2枚】 1,680円

キウイフルーツ・オレンジ・ブルーベリー・いちご
はフレッシュのフルーツを、アクセントにドライク
ランベリーを使用し爽やかなパンケーキに仕上がり
ました。濃厚なバニラアイスと、とろとろクリーム
との相性も抜群です。

680円

フレッシュフルーツ
【パンケーキ1枚】

キウイフルーツ・オレンジ・ブルーベリー・いちご
はフレッシュのフルーツを、アクセントにドライク
ランベリーを使用し爽やかなパンケーキに仕上がり
ました。濃厚なバニラアイスと、とろとろクリーム
との相性も抜群です。

さかい珈琲　小野店限定
スペシャルメニュー



ドリンクを一緒にご注文頂いたお客様は
お食事とドリンクの合計金額から
100円引きになります。

Drink Set  ドリンクセット サイドメニュー

コーンスープ 180円

ミニサラダ 200円

五穀米 200円

フォカッチャ 200円

1,320円

Wチーズ＆Wきのこの
濃厚オムカルボ
とろとろチーズのオムライスを舞茸・エリン
ギとベーコンの旨味たっぷりホワイトソース
で仕上げました。

1,100円

840円

漬けマグロとアボカドの
サラダごはん

 
さかい厳選の自信作。サラダ感覚で味わえる
ヘルシーごはんです。 

※サラダ付き

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。



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。

エスプレッソコーヒーをかけてお召し上がり
ください。

アフォガートエンジェル
1,320円

世
界
一
を
目
指
し
て
い
る

自
慢
の
パ
ン
ケ
ー
キ
で
す

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。

1,620円

11:30~20:00

ダークエンジェル

生地の中にチョコクランチを混ぜ、ク
リームの中にもチョコ、チョコソース
もたっぷりと。
チョコレート好きにはたまらないチョ
コづくしパンケーキです。上質なバニ
ラアイスとの相性も抜群です。

  1,320円



※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

1,480円

ドリンクを一緒にご注文頂いた

お客様はお食事とドリンクの

合計金額から

100 円引きになります。

Drink Set ドリンクセット

マカダミアナッツの豊かな香りを沁み込ま
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 980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



パスタ Pasta

創業からの看板メニュー。
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。

1,080円

鉄板ナポリタン

1,320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。

1,420円

海老とブロッコリーの
ビスクソース

あさりとアスパラ、トマトをモチモチ
太麺でペペロンチーノ風に仕上げた風
味豊かなパスタです。

1,320円

あさりとアスパラの
ペペロンチーノ

※サラダ付き



ビーフシチューのようなオリジナル「デミグラスソース」で仕上げました。
大盛りライス（五穀米）＋110 円 

※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。

Cocotte 

ドリンクを一緒にご注文頂いたお客様は
お食事とドリンクの合計金額から
100円引きになります。

Drink Set  ドリンクセット サイドメニュー

コーンスープ 180円

ミニサラダ 200円

五穀米 200円

フォカッチャ 200円

ハンバーグ　デミグラス煮込み
※サラダ・ライス（五穀米）or バゲット付　

※サラダ・ライス（五穀米）or バゲット付　

1,380円

グリルチキン　グリーンカレー煮込み 1,380円

グリルチキンを本場タイのグリーンカレーで煮込みましたくせになる辛さです。
大盛りライス（五穀米）＋110 円 



Omelette Rice

※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。

Omelette rice

1,100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。

1,100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。

※サラダ付き

※サラダ付き

8P



Salad Rice&Curry 

ドリンクを一緒にご注文頂いたお客様は
お食事とドリンクの合計金額から
100円引きになります。

Drink Set  ドリンクセット サイドメニュー

コーンスープ 180円

ミニサラダ 200円

五穀米 200円

フォカッチャ 200円

とカレー

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。お野菜を たっぷりトッピングした欲張り
なカレーです。※季節により野菜は変わります。
大盛りライス（五穀米）＋110 円   

1,120円

1,000円

　
野菜たっぷりカレー

500円☆キッズごちそうプレート

180円☆キッズ　カルピス

180円☆キッズ　オレンジジュース

小学生以下のお子様に限ります

  

・ハンバーグ
・フライドポテト

・チキンライス 
・から揚げ 

11：30 ～Kids Menu

※サラダ付き

さかい珈琲
オリジナル
ヘルシーごはん

Yummy!!

シンガポール風
チキンサラダごはん

ブラックスイートソイソースにジンジャーの
フレーバーとチリソースが効いてさっぱりと
しながらもコクのある一品です。
アクセントにパクチーを添えて。五穀米を使
用しています。

・サラダ

9P



ブレッドメニュー

あげもの

Bread Menu

Fried Food 

580円

さくさくフライドポテト
480円

フライドポテト＆
チキンバスケット 530円640円

チキンバスケット

バター 380円

ジャム 380円

小倉 380円

ドリンクを一緒にご注文頂いたお客様は
お食事とドリンクの合計金額から
100円引きになります。

Drink Set  ドリンクセット サイドメニュー

コーンスープ 180円

ミニサラダ 200円

五穀米 200円

フォカッチャ 200円

厚切り食パンに定番のピザ。

ピザトースト

ハム＆たまご
        ホットサンド 680円

880円

定番のハムとたまごにマヨネーズが
たっぷり絡まった優しい味のサンド。

厚切りトースト　ハニーシナモン 380円

ヒレカツホットサンド

柔らかくジューシーな豚ヒレを使用した
肉厚なホットサンドです。



※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。

スイーツ Sweets

各各500円

・はちみつ　　　　・キャラメル　　　　・メープル
・チョコレート　　・ストロベリー

フレンチパンケーキ
※シロップをお選びください

ティラミス

各380円
季節のケーキ
※別冊の季節メニューをご覧ください。

480円昔ながらのプリン

530円ミルクレープ 530円 530円NYチーズケーキ

パンケーキの中にバターを入れて、表面をプレスして焼き上げます。
さかい珈琲オリジナルスイーツです。
パンケーキの中にバターを入れて、表面をプレスして焼き上げます。
さかい珈琲オリジナルスイーツです。

・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。



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

カフェモカ 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

アイスカフェモカ 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。

〈10枚綴り〉4,200円　　〈5枚綴り〉2,100円

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。

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

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。

240円

240円

260円

280円

240円

260円

280円

2杯目
以降

2杯目
以降

[サイフォンで1杯づつ丁寧に淹れたスペシャル珈琲]

カフェインレス珈琲 630円キリマンジャロ 660円

SPECIALCOFFEE /スペシャル珈  琲

コロンビアとブラジルをブレンドした

コーヒー感をしっかり感じることのできる

味わいです。

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。



マイティーリーフはヘルシーなオーガニック

を中心とした、アメリカサンフランシスコ生

まれのティーブランドです。

良質な茶葉を使用した美味しさが話題とな

り、イギリスやスイスをはじめとする世界 34

カ国の方々に愛され、世界の名立たるホテル

でも使用されている「ホテルブランド」です。

当店では、
「マイティーリーフ」
を採用しております

Hot Tea

Iced Tea

Mighty Leaf Tea

Milk Tea

アイスティー
オーガニックピュアブラック
ストレート / レモン / ミルク  520 円

ゴールデンチップを使用した芳醇な紅茶に一番搾
りのベルガモットオイルをブレンド。

上質なオーガニック紅茶を芳醇にブレンド。クラ
シックな英国式の紅茶です。

厳選されたアッサム茶葉のセカンドフラッシュの
みを使用した、濃厚なロイヤルミルクティーです。
豊かな味わいと爽快感が特徴的です。

オーガニックアールグレイ
ストレート / レモン / ミルク  600 円

ホットティー
オーガニックブレックファースト
ストレート / レモン / ミルク  520 円

ロイヤルミルクティー
(hot/ice)  660 円

ハイビスカスのつぼみとエルダーベリーブレンド。
ブルーベリーと完熟したストロベリーの濃厚な香
りを加えたフルーツハーブティー。

ほのかなフルーティーな香りにより、味わいが引
き立たされたバランスが絶妙な、オーガニックの
プレーンアイスティーです。

ワイルドベリーハイビスカス 600 円

カモミールの花に、甘いオレンジと爽やかなレモ
ンを最高の状態でブレンド。

カモミールシトラス  600 円

ハーブティー / ノンカフェイン

ハーブティー / ノンカフェイン

260円

2杯目
以降

全てビーガン、コーシャの
認証を得た商品です

全てビーガン、コーシャの
認証を得た商品です

チケット

チケット
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Other

Float

Soda

Special Drink 

コーラフロート 580 円

メロンソーダフロート 580 円

アイス珈琲フロート 590 円

アイスココアフロート 650 円

カルピス 460 円

コーラ 460 円

メロンソーダ 460 円

オレンジジュース 460 円

ミルク (hot/ice) 460 円

ココア (hot/ice) 560 円

生レモンスカッシュソーダ 580 円

オレンジレモネードソーダ 580 円

ほうじ茶オレ (hot/ice) 560円

抹茶オレ (hot/ice) 560円

※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。

チケット

チケット

チケット

チケット

チケット

葵製茶のほうじ茶と抹茶を使用。
深くて濃い風味溢れるオレに仕立てました。

230円

230円

230円

230円

230円

280円

2杯目
以降

珈琲ゼリーオレ 650円

バナナジュース 580円

ミックスジュース 640 円

珈琲ゼリーが入ったスペシャルデザート。
ホイップクリームとミルクの甘さが珈琲
ゼリーにぴったり！


