
モーニング ※お飲み物は裏面をご覧ください。※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。

チケット 珈琲チケットがご利用できます。お飲み物をご注文のお客様にサービスさせて頂きます。
午前 6 : 00~11 : 00

●トースト　　　●イチゴジャムトースト　●マーマレード　　

●ハニーシナモントースト　　　●小倉トースト　　　　　

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

☆マーマレード　　　☆トースト　　☆イチゴジャムトースト　　

☆小倉トースト　　　☆ハニーシナモントースト

上記☆印からお一つお選びください。

［ゆでたまご・ポテトサラダ付］

＋ 0円お飲み物料金

［ポテトサラダ付］［ポテトサラダ付］

＋ 0円お飲み物料金 ＋ 0円お飲み物料金

［ゆでたまご・サラダ・コーンスープ付］［バタートースト・ゆでたまご・サラダ・コーンスープ付］［ゆでたまご・サラダ・コーンスープ付］

＋ 320円お飲み物料金

＋ 380円お飲み物料金

＋ 480円お飲み物料金 ＋ 480円お飲み物料金

単品メニュー

［ゆでたまご・サラダ・コーンスープ付］

平日限定サービスモーニング

ハム＆タマゴホットサンド

ハム＆タマゴ
ホットサンド

［ポテトサラダ付］

＋ 0円お飲み物料金

チキンとトマトソース
ホットサンド

ピザトースト

ピザトーストグラタン

［ゆでたまご・サラダ・コーンスープ付］

＋ 350円お飲み物料金

チキンとトマトソースホットサンド

スペシャルトースト

※内容は日により異なります

※内容は日により異なります

ゆでたまご　　
70円

ミニサラダ　
200円

コーン
スープ
170円

ハーフ
バタートースト
180円



Drink Set ドリンクセット 100円引き

焼きたての生地にバターの香りとはちみつ、シンプルなおいしさ。

520円

ハニーバターワッフル

Waffle
Honey&Butter

  おすすめ



Drink Set おかわりドリンク半額ドリンクセット
・ブレンド珈琲
・アメリカン珈琲
・ウインナー珈琲
・カフェ・オレ

←このマークのドリンクは2杯目は半額になります

※茶菓子はつきません

・ミルク（Hot/Ice)
・ココア（Hot/Ice)
・オレンジジュース
・カルピス
・コーラ

・アイス珈琲
・アイスウインナー珈琲
・アイスカフェ・オレ
・アイスティー

ベリー 790円

小倉＆抹茶 740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。

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。

甘酸っぱいベリーとバニラアイス、
ホイップクリームの幸せいっぱい
広がるワッフルです。

小豆と抹茶とバニラアイス、
ホイップクリームをトッピング。
黒蜜をかけてお召し上がりください。



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。

1,070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。さかい
特製ケチャップで仕上げました。

1,070円

チーズオムライス
トマトソース

Wチーズ＆W茸の
濃厚オムカルボ 1,400円

200円

Drink Set ドリンクセット ミニサラダ

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。

11：00～14：00ランチドリンク付

・オレンジジュース

・アップルジュース

・カルピス（Hot/Ice)

・珈　琲（Hot/Ice)

・紅　茶（Hot/Ice)

・烏龍茶（Hot/Ice)

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。

チーズの
旨みと

芳醇な香り

R
E

C
O

MMENDED

おすす
め



ボロネーゼのスパゲッティ
グラタン海老ドリア

ハンバーグ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、美味しさ
です。
※季節により野菜は変わります。

本場タイの
スパイシーカレー煮込み

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。
※季節により野菜は変わります。

1,070円 1,070円
イタリア・ボローニャ地方発祥のミートソースとロ
ングパスタ。お子様から大人まで定番のグラタンを
こんがりカリッと焼き上げました。

ホワイトソースに絡まったぷりぷりの海老を、
たっぷりチーズとともにお楽しみください。

※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。

ハンバーグ　デミグラス煮込み
1,290円

1,400円

大盛りライス
（五穀米）
＋110円

大盛りライス
（五穀米）
＋110円

※ライス（五穀米）付

※ライス（五穀米）付



五穀米

ジューシーなチキンから揚げに、
甘酸っぱい香味ダレを絡めまし
た。シャキシャキ野菜のサラダと
一緒にどうぞ。

1,180円

ユーリンチー
サラダごはん

韓国のピリ辛合わせ調味料であるヤン
ニョム。少し甘めに仕上げたオリジナ
ルのヤンニョムをパリパリチキンに合
わせました。サラダがちょっぴり箸休
めになります。

1,180円

ヤンニョム（韓国甘辛風味ソース）
サラダごはん

スーパーフード、キヌアとアマニのプ
チプチ食感とモチモチ五穀米に野菜も
たっぷり摂れる洋風ネギトロ丼です。

1,400円

マグロアボカド
サラダごはん

白米だけでは摂取し辛い
水溶性食物繊維。国産原料
100％のもち米・大麦・も
ち黒米・大豆・もちきびの
五穀を白米と一緒に炊き上
げたモチモチご飯です。

さかい特製ドレッシング
国産玉ねぎの甘味と爽やかな
ヴィネグレットを効かせた、
ほど良い甘さのオリジナルの
フレンチドレッシングです。

～キヌア～
タンパク質や葉酸が豊富な南米
原産のスーパーフードです。

～アマニ～
中近東発祥といわれる亜麻。
α-リノレン酸やリグナン、
食物繊維を多く含みます。

～五種の豆と五穀～
えんどう、ひよこ豆、レンズ豆、

黒大豆、あずきの五種豆。
押し麦、もち玄米、玄米、赤米、

たかきびの五穀です。

美味しいサラダの
ひみつ

【サラダに入っています】

200円

Drink Set ドリンクセット ミニサラダ11：00～14：00ランチドリンク付

・オレンジジュース

・アップルジュース

・カルピス（Hot/Ice)

・珈　琲（Hot/Ice)

・紅　茶（Hot/Ice)

・烏龍茶（Hot/Ice)

R
E

C
O

MMENDED

おすす
め

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。

さっぱり
ヘルシー



カレーライス 960円 1,100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。

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。

鉄板ナポリタン

大盛りライス
（五穀米）
＋110円 

大盛りライス
（五穀米）
＋110円 

1,010円

さかい特製
ケチャップ

さかい珈琲発祥の地、岐阜
県。岐阜県飛騨の完熟トマ
トを丁寧に煮込み、スパイ
スを効かせた香酢で仕上げ
た、ちょっぴり甘めの特製
トマトケチャップです。

お揚げが味の決め手の和風ス
パゲッティ。
たまごと絡めれば優しい味わ
いになります。

鉄板和ポリタン
1,010円

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。 

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。  

いろいろベジタブルカレー



200円ミニサラダ
190円

170円コーンスープ

630円

厚切りトースト
ジャムトースト
小倉トースト
ハニーシナモントースト

五穀米

※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。

ピザトースト
厚切り食パンに定番のピザ。
香ばしいチーズの香りが食欲
をそそります。

630円

410円

410円

350円

350円

チキンの唐揚げ
スパイシーフレーバー

フライドポテト 360円

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。

500円500円

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。

ブリュレ・レモンタルト 480円昔ながらのプリン
シンプルながら濃厚な味わいのプリン。

チキンとトマトソース
ホットサンド 780円

グリルチキンと特製トマトソースと
チーズをサンドしました。

ハム＆たまご
        ホットサンド
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。

680円



Hot Coffee
ブレンド珈琲 450円

アメリカン珈琲 450円

有機ブレンド珈琲 450円

有機アメリカン珈琲 450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 450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〉     3,950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

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。

230円

230円

260円

280円

230円

260円

280円

2杯目
以降

2杯目
以降



※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。

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  580 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)  600 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 580 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  580 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



※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。

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) 550 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

バナナジュース 600 円

ミックスジュース 600 円

ほうじ茶オレ (hot/ice) 560円

抹茶オレ (hot/ice) 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

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

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！


