
+180円ドリンク
・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

・珈琲ゼリーオレ
・フラッペ（キャラメル・抹茶）
・スムージー（バナナ・ベリー）

鉄板ナポリタン チキンドリア

チーズオムライス
デミソース

カルボナーラ

グリルチキン
グリーンカレー煮込み
※ライス（五穀米）付

フライドポテト＆
チキンバスケット

ティラミスNYチーズケーキ

※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。

1,780円

さかいプレミアムセット
Sakai Premium Set 14:00 ~ 

選べる
メイン
料理

サラダ
＆

スープ

選べる
サイド

メニュー
選べる

ドリンク

さかい珈琲自慢の、ふわふわパンケーキは、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　
ハニーバター1枚

ドリンクをお選びください

サイドメニューを一品お選びください。

メイン料理を一品お選びください。

Drink

Side menu

Main Dish

＋200円
ハンバーグ
デミグラス煮込み
※ライス（五穀米）付

＋200円

・ホットティー
・アイスティー
・オレンジジュース



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。

1,540円

11:30~20:00

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。

1,320円



ハニーバター
パンケーキ（1枚）
パンケーキ本来の美味しさをお楽しみいた
だける、ふわふわパンケーキ。
蜂蜜とバターでどうぞ。

480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

1,320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 

パンケーキご注文のお客様限定

980円

・ブレンド珈琲
・アメリカン珈琲
・アイス珈琲
・カフェ・オレ
・アイスカフェ・オレ
・カルピス
・コーラ

+660円フライドポテトとドリンクのセット
・メロンソーダ
・オレンジジュース
・オーガニックブレックファースト
・オーガニックアールグレイ
・ワイルドベリーハイビスカス
・カモミールシトラス
・アイスティーオーガニックブラック

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

1,280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

海老とブロッコリーの
ビスクソース



1,180円 1,180円

ケチャップライスにホワイトソースと、海老や甲殻類を
使用したクリーミーで濃厚なビスクソースのドリア。

鶏モモ肉をホワイトソースとトマトソースで熱々に焼き上
げた、みんな大好きな洋食の定番。

海老ドリア チキンドリア

※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。

Doria&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

コロコロパン 250円

ハンバーグ
デミグラス煮込み
※ライス（五穀米）付

1,380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 

グリルチキン
グリーンカレー煮込み
※ライス（五穀米）付

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

1,080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。
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
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。



ヒレカツカレー

ユーリンチー
プレート

　こだわり POINT
　こだわり POINT

チキンから揚げに、
少し甘めの旨辛ヤンニョムソースを絡めました。
大盛りライス（五穀米）＋110 円 

熱々揚げたてのヒレカツをのせた、ボリューム満点の
カレーライス。
大盛りライス（五穀米）＋110 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。
大盛りライス（五穀米）＋110 円 

白米だけでは摂取しづらい水溶性食物繊維、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。

さかいのご飯は五穀米

カレーライス 1,280円880円

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

コロコロパン 250円

ヤンニョム
プレート 1,080円

1,080円

チキンから揚げに、甘酸っぱい香味ダレを絡めました。
大盛りライス（五穀米）＋110 円 

とカレー

1,280円

鉄板ハンバーグ
イタリアンソース
自家製イタリアンソースが味の決め手。
熱々をどうぞ。
大盛りライス（五穀米）＋110 円 



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

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

コロコロパン 250円

厚切り食パンに定番のピザ。

ピザトースト

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 680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。

バター 330円

ジャム 330円

小倉 330円

厚切りトースト　ハニーシナモン 330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。

下記のケーキとドリンクを一つずつお選びください
珈琲チケットは使用できません

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

上記以外のドリンクをご注文頂いたお客様はスイーツとドリンクの合計金額から 100 円引きになります。

・ブレンド珈琲
・アメリカン珈琲
・アイス珈琲
・カフェ・オレ
・アイスカフェ・オレ

860円ケーキセット

・オーガニックブレックファースト
・オーガニックアールグレイ
・ワイルドベリーハイビスカス
・カモミールシトラス
・アイスティーオーガニックブラック

シンプルながら濃厚な味わいのプリン。

・カルピス
・コーラ
・メロンソーダ
・オレンジジュース

ケーキセット対象

ケーキセット対象

ケーキセット対象

ケーキセット対象 ケーキセット対象

・フレンチパンケーキ　・ミルクレープ　・ティラミス　・NYチーズケーキ　・季節のケーキ



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



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



Other

Float

Fruit Juice

Special tea

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

ミックスジュース 640 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

12P

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。

Small happiness for everyday

230円

230円

230円

230円

230円

280円

2杯目
以降



※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。

＊小学生以下のお子様に限ります。

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

チケット

13P

Coffee Jelly

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！

抹茶フラッペ 650 円

キャラメルフラッペ 650 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。

キャラメルとミルクたっぷり。
シャリシャリ食感が楽しめます。

甘さの中にほろ苦く香り高い、抹茶スイーツ
ドリンク。

バナナ 650 円

ベリー 650 円

Frappe

Smoothie

お持ち帰り容器でお渡しします。

お持ち帰り容器でお渡しします。



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

コロコロパン
250円

ハニーバター　　
［サラダ・ウィンナー・スクランブルエッグ・はちみつ付］

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 フレンチパンケーキセット

スペシャルモーニングSpecial Morning

Other

［ゆでたまご付］

お好きなトッピングを一つお選びください。

サービスモーニング
Service Morning

お飲み物料金 +360円

お飲み物料金 + 0円

お飲み物料金 +540円

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。

＋480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］［ゆでたまご・サラダ付］ ＋ 480円お飲み物料金

スペシャルモーニング
チキンとトマトソース ホットサンド

※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］

［コロコロパン・ゆでたまご・サラダ付］

＋ 320円お飲み物料金

＋480円お飲み物料金

●バタートースト　　
●ジャムトースト　　
●小倉トースト　
　　　

お好きなトッピングを一つお選びください。

●バター
●ジャム
●小倉

コロコロパンスペシャル

＋ 380円お飲み物料金マカロニグラタンとコロコロパン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コロコロパンが付いて満足感いっぱいの
モーニングです。

OPEN~11：00Morning Menu

甘くないプレーン味のフレンチパンケーキ。
モーニング限定のメニューです。

チケット

小倉

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。



Side Menu
コーンスープ
ミニサラダ
コロコロパン

180円
200円

250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。

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。

11：30~14：00Lunch Menu ランチメニュー

カレーライス

全品ドリンク付き

さかい珈琲おすすめランチ

・バニラアイス
・抹茶アイス

Ice cream SetDrink Set
アイスクリーム

＋250円 ・フレンチパンケーキ
・ティラミス
・ミルクレープ

Cake Set
ケーキセット ＋360円

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
 

980円

フィッシュフライホットサンドフィッシュフライホットサンド

ランチセットドリンク
・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

LunchA 1,180円LunchB 1,380円LunchC 

※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。
大盛りライス（五穀米）＋110 円 

ハンバーグ　デミグラス煮込み

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（五穀米）＋110 円 

・ホットティー
・アイスティー
・オレンジジュース

辛み
スパイスで
美味しさ
UP！

チキン唐揚げに少し甘めの旨辛ヤンニョムソースを絡めました。
大盛りライス（五穀米）＋110 円 

ヤンニョムプレート

ケチャップライスにホワイトソースと、海老や甲殻類を
使用したクリーミーで濃厚なビスクソースのドリア。

海老ドリア

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

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


	2022_4【上越店】グランドメニュー14P
	2022_4【上越店】モーニング_ランチメニューA3HP用

