
・ホットティー（ストレート/ミルク/レモン）    
・アイスティー（ストレート/ミルク/レモン）

・オレンジジュース
・カルピス
・コカ・コーラ

・ブレンド珈琲
・アメリカン珈琲
・アイス珈琲

ドリンクをお選びください

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。

キーマカレーとカレーソース、チーズで仕上
げた濃厚なドリアです。

唐辛子とにんにくがきいた、オリジナルソー
スの本格トマトパスタです。

チーズオムライス　デミソース 大豆のキーマカレードリア トマトイタリアーノパスタ

※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ございます。

Main Dish

Drink

1,650円さかいスペシャルプレート

・メインデッシュ
・サラダ
・スープ

・パンケーキ
（ハニーバター 1 枚）

・ドリンク

パンケーキはハニーバターパンケーキ（シングル）のみとさせて頂きます。
また、1 枚 1 枚丁寧に焼き上げておりますのでお時間がかかります
※焼き上がりのお時間はスタッフまでお問合せください

パンケーキはハニーバターパンケーキ（シングル）のみとさせて頂きます。
また、1 枚 1 枚丁寧に焼き上げておりますのでお時間がかかります
※焼き上がりのお時間はスタッフまでお問合せください

　11:30 ~

3 種のメインディッシュから一品お選びください

選べる

食後にちょうど良い
パンケーキ



11：30～20：00手作りパンケーキ

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。エンジェ
ルのように優しく包み込むような味わいを追
求しました。

 1,300円ホワイトエンジェル

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

フレッシュオレンジや砂糖漬けのレモンを散
りばめた、甘酸っぱく、爽やかなハーモニー
をお楽しみください。

シトラスエンジェル　970円

アフォガートとは、イタリア発祥の、バニラアイスなどに飲み
物をかけて食べるスタイルのデザートです。
ふわふわのオリジナルパンケーキに甘さ控えめの特製クリ
ームをたっぷりと。濃厚バニラアイスとコーヒーシロップと、
仕上げにかけるエスプレッソコーヒーのハーモニーをお楽
しみください。

アフォガートエンジェル

世界一を目指している

自信のパンケーキです。

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。

・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

 1,300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。

ミルキーな
感じと
口当たり

R
E

C
O

MMENDED

おすす
め



ローストしたマカダミアナッツの香り豊かな特製とろとろ
クリームをたっぷりかけたパンケーキです。

特製マカダミアナッツクリーム  920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。

ストロベリーやブルーベリーなどをふんだんに使
用したスペシャルなパンケーキ。
とろとろ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。

ストロベリーとベリー　1,520円

パンケーキ本来の美味しさをお楽しみいただける、ふわ
ふわ、しっとり、なパンケーキ。蜂蜜とバターでどうぞ。

ハニーバター　　750円

 

たっぷりのカスタードクリームにグラニュー糖を
まぶし、バーナーで表面をカラメリゼしました。
マーマレードとキャラメルソースで仕上げた奥
深い味わいのパンケーキです。

ブリュレ　　　　1,410円



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。

1,080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。

1,080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

110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。

11：30～14：00ランチドリンク+100円

・ホットティー（ストレート/ミルク/レモン）
・アイスティー（ストレート/ミルク/レモン）

・オレンジジュース
・コカ・コーラ
・カルピス

・ブレンド珈琲
・アメリカン珈琲
・アイス珈琲

1,410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。

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
グラタン大豆のキーマカレードリア
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。

お肉の代わりに大豆を使い、高たんぱくでカロリーや
コレストロールがお肉より少なく、身体うれしい
キーマカレーとチーズで仕上げた濃厚なドリア。

※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。

大盛りライス
（五穀米）
＋110 円

1,080円
1,080円

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

1,410円※ライス（五穀米）付

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。

ハンバーグ　デミグラス煮込み
1,300円

大盛りライス
（五穀米）
＋110 円

※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。

1,190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。

1,190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。

1,410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。

110円

Drink Set ドリンクセット ミニサラダ

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】

11：30～14：00ランチドリンク+100円

・ホットティー（ストレート/ミルク/レモン）
・アイスティー（ストレート/ミルク/レモン）

・オレンジジュース
・コカ・コーラ
・カルピス

・ブレンド珈琲
・アメリカン珈琲
・アイス珈琲

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

R
E
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め



カレープレート
サラダ付き 970円

スパイスと野菜をじっくり煮込んだ辛口の
特製カレールゥ。

彩り華やか色々なお野菜たち。果菜や葉菜・
根菜など食感の違いをぜひ感じてください。
喫茶店のカレーはゆでたまごがポイント！

1,100円
いろいろベジタブルカレー

※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。

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

1,020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。

さかい特製
カレールゥ

コリアンダーやクミン、コ
ショウなど刺激的な辛さと、
じっくりローストした玉ね
ぎの深いコク。上品な辛さ
と爽快な香りが味わえる、
さかい珈琲特製のカレー
ルゥです。

1 2 3 4 5
甘い 辛い

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
1,020円



ソーセージドッグ

ハムとタマゴとチーズの
ホットサンド

フィッシュフライのホットサンド

ベジタブル＆大豆の
キーマカレードッグ

フルーツ＆
カスタードドッグ

ちょっとお腹が空いて、野菜が足らない
なと感じた時にぜひどうぞ。

喫茶ご飯で不動の人気。ちょっと
小腹が空いた時におすすめです。

フルーツ・生クリーム・カスター
ドクリーム、口の中が幸せになる
予感。
※季節により内容が異なります

470円

470円

470円

750円 640円

110円

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
・アイス珈琲
・アイスウインナー珈琲
・アイスカフェ・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

・アイスティー
・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

ミニサラダ

※スープ付き

※スープ付き

※スープ付き

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。



110円ミニサラダ
200円

550円

180円コーンスープ

640円

キッズごちそうプレート
《ドリンク付き》

小学生以下のお子様に限ります

  
・オムライス
・海老フライ
・ジュース（カルピス又はオレンジ）

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

・サラダ ・ポテト
・スープ

五穀米

※価格は税込み表記です。※写真はイメージです。C

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。

640円

420円

420円

360円

360円

11：30 ～

チキンの唐揚げ
スパイシーフレーバー

フライドポテト 370円

珈琲ゼリー
　　　　　　
珈琲ゼリーのほろ苦さと上質なバ
ニラアイスの甘味をお楽しみくだ
さい。 
お口直しに最適です。

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。

510円

420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。

510円

ブリュレ・レモンタルト

R
E

C
O
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おすす
め



ブレンド珈琲 450円

アメリカン珈琲 450円

カフェ・オレ 480円

ウインナー珈琲 550円

カプチーノ 550円

キャラメルマキアート 550円

カフェモカ 550円

アイス珈琲 450円

アイスカフェ・オレ 480円

アイスウインナー珈琲 550円

アイスカプチーノ 580円

アイスキャラメルマキアート 580円

アイスカフェモカ 580円

チケット

チケット

チケット

チケット

チケット

450円
ブレンド珈琲

450円
アイス珈琲

Coffee Ticket
チケット

贈答用の封筒をご用意しております。

珈琲チケットは 500 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〉3,900 円   

［　　　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　半額
ドリンクメニューのページで
←このマークが付いている
ドリンクはおかわり半額に
なります。※茶菓子はつきません

絶対品質
標高の高い地域で収穫さ
れた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
中南米原産のアラビカ種 100％コーヒー豆を
使用することで、雑味がなくすっきりとした
後味の珈琲となっております。

完全焙煎
時間をかけてじっくり芯まで火を入れており
ますので、しっかりとしたコク、深みのある
味わいになります。

カフェモカ
アイス
キャラメル
マキアート

キャラメル
マキアート



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。豊かな味わ
いと爽快感が特徴的です。

ハイビスカスの花とエルダーベリーのブレンドハーブティーにオレンジ、
キウイ、レモン、ミントなどを加えました。

ハイビスカスの花とエルダーベリーのブレンドハーブティーにフレッシュ
レモン、ミントをトッピング。

清々しい緑茶と爽やかなミントの香りの絶妙なバランスのミントグリーン
ティーにフレッシュレモンとミントを加えました。

甘い香りのピーチとほのかに感じるスパイシーなジンジャーが絶妙な
ブレンド。

チケット

チケット

1996 年、サンフランシスコで誕生した『Mighty Leaf ～マイティリーフ～』
「最高品質の素材で、職人技のホールリーフ・ティーブレンドを作り上げる」という
情熱のもと、世界の名だたるミシュラン掲載のレストランや 5 つ星ホテルなどで使
用されている Mighty Leaf の紅茶をさかい珈琲では提供しております。
安心安全な茶葉・ハーブ・フルーツ・フレーバーを詰め込んだティーパウチの紅茶
をお楽しみください。

当店では、「マイティーリーフ」を
採用しております

フルーツハイビスカス 800円

ロイヤルミルクティー 640 円

アイスティー
オーガニックブラック 500円

ストレート / レモン / ミルク

ゴールデンチップを使用した芳醇な紅茶に一番絞りのベルガモットオイ
ルをブレンド。エキゾチックな味わいの香り高いアールグレイです。

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。豊かな味わ
いと爽快感が特徴的です。

オレンジ、バニラ、ジャスミンの特徴を芳醇に濃く表現したブレンド。
繊細で奥深く深みのある味わいが印象的です。

高地で栽培された紅茶と天然のカシスがブレンドされた風味豊かで奥深
い香りのアイスティーです。

ハーブワイルドベリーハイビスカス 750円

レモンミント・インフュージョン 750円

オーガニックジンジャーピーチ 750円

ブラックカラント 580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。

オレンジブロッサム  580 円

オーガニックアールグレイ  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  500円

ワイルドベリーハイビスカス 580円

ロイヤルミルクティー  640 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。

カフェイン
レス

ワイルドベリー
ハイビスカス

オーガニック
ジンジャーピーチ

フルーツ
ハイビスカス



フレッシュオレンジとレモンの、ほのかな苦みとさっぱりした酸味にや
さしい甘み。

つぶつぶキウイとごろごろキウイ。手軽においしく栄養いっぱいの濃厚
ドリンク。

ピーチのやわらかな甘みと爽やかな香りが楽しめる瑞々しいソーダです。

ブルーベリーやブラックベリーやカシスなど数種のベリー類を甘酸っぱ
いソーダに。

フレッシュレモンと爽やかなミント。ノンアルコールカクテルのモヒー
トをイメージ。

南国ハワイの国花・ハイビスカス。フレッシュフルーツと一緒にお肌に
嬉しい 1 杯を。

チケット

チケット

チケット

チケット

ホワイトピーチソーダ 750円

フルーツハイビスカスソーダ 800円

レモンミントソーダ 750円

MIX ベリーソーダ 750円

オレンジレモネードソーダ 640円

まるごと 1 本のバナナをミックスした果肉たっぷりの冷たいドリンク。

ちょっと甘いものを摂りたい時にぴったりのデザートドリンク。

小松菜など緑黄色野菜にフルーツを追加し飲みやく満足感いっぱいの飲
み心地。

キウイフルーツネクター 750円

ほうじ茶ラテ 550円

アイスほうじ茶ラテ 580円

抹茶ラテ 550円

アイス抹茶ラテ 580円

ミルク (hot/ice) 480円

ココア (hot/ice) 550円

オレンジジュース 450円

カルピス 450円

コーラ 450円

バナナスムージー 640円

ベリースムージー 640円

グリーンベジタブルスムージー 640円

キウイフルーツ
ネクター

MIXベリーソーダ

オレンジレモネード
ソーダ

バナナ
スムージー

ベリースムージー

グリーン
ベジタブル
スムージー



チョコフラッペ 640 円

小豆フラッペ 640円

キャラメルフラッペ 640 円

抹茶のほろ苦さと甘み。いつもと違うタピオカドリンクをどうぞ。

ラズベリーやブラックカラントなど数種のベリーを合わせました。

ヨーグルトシェイクにマンゴーソースと果肉をトッピング。

ミルクにヨーグルトをプラスし、さっぱりしたシェイクにチョコレート
ソース。

シェイクチョコ 640 円

どこか懐かしい、ジャパニーズデザート。

エスプレッソベースにたっぷりのキャラメル。
シャリシャリ氷と相性抜群。

コーヒーとチョコレートのほろ苦さと甘みが織りなすフローズンデザー
トドリンク。

一番人気。定番のタピオカドリンクです。

マンゴーの本場　フィリピンでは最もポピュラーなタピオカドリンク。

タピオカマンゴーミルク 580 円

タピオカ抹茶ミルク 580円

タピオカロイヤルミルクティー 640円

シェイクベリー 640円

シェイクマンゴー 640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。

Coffee Ticket
チケット

贈答用の封筒をご用意しております。

珈琲チケットは 500 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〉3,900 円     

［　　　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　半額
ドリンクメニューのページで
←このマークが付いている
ドリンクはおかわり半額に
なります。※茶菓子はつきません

タピオカ
マンゴーミルク

タピオカ
抹茶ミルク

タピオカ
ロイヤルミルクティー

シェイクチョコ

シェイクマンゴー

シェイクベリー

チョコフラッペ

キャラメル
フラッペ

小豆フラッペ



OPEN~11 : 00



※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。

スペシャルモーニング　グラタン

［サラダ付］

ハムとタマゴとチーズの
ホットサンド

＋ 420円お飲み物料金

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］

［サラダ付］

＋ 310円お飲み物料金

＋420円お飲み物料金

●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

［ゆでたまご・サラダ付］ ［サラダ付］

＋ 420円お飲み物料金

フィッシュフライ
ホットサンド

＋ 310円お飲み物料金



ゆでたまご　　
60円

ミニサラダ　
110円

コーン
スープ　
180円

［スープ付］

［スープ付］

［スープ付］
＋ 370円お飲み物料金

＋ 370円お飲み物料金

＋ 370円お飲み物料金

ベジタブル＆大豆のキーマカレードッグ　

ソーセージドッグ

フルーツ＆カスタードドッグ

厚切り
素焼き
ハーフ
トースト
110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。

マーガリンではなくバターを使用 オリーブオイルは100％のピュアオイル
　こ

だわり POINT

オレイン酸が豊富なオリーブオイル。さかい珈琲では、
卵料理やパスタなど調理する際、あっさりした風味の
ピュアオリーブオイルを使用しております。

朝の優雅な時間をさかい珈琲でお過ごし頂き、誠にありがとうご
ざいます。当店の厚切りトーストでは、身体によろこんでほしい
という想いから、マーガリンではなくバターを使用しております。
バターの風味・香り・コクをお召し上がりください。

　こ
だわり POINT

厚切りトースト

サービスモーニング ［ゆでたまご付］ ＋ 0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。

ジャムトースト 小倉トースト ハニーシナモントースト

※季節により内容が異なります。


