
Morning
Special Morning

Special Morning Special Morning

Special Morning Special Morning

Service Morning

Other

◆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

[ ゆでたまご・サラダ付き ]

◆よりおひとつお選びください

お飲み物料金 ＋320円

お飲み物料金 ＋480円 お飲み物料金 ＋430円

お飲み物料金 ＋480円

お飲み物料金 ＋360円

[ トースト・ゆでたまご・サラダ付き ]

[ゆでたまご・サラダ付き ]

[ゆでたまご・サラダ付き ]

スペシャルモーニング グラタン ハム＆たまごのホットサンド

チキンとトマトソースの
ホットサンド

フレンチパンケーキ (ハニー)

スペシャルモーニング

お飲み物料金 ＋0円[ ゆでたまご付き ]

サービスモーニング

トースト

お好きなトーストをおひとつお選びください

OPEN~11:00

180円コーンスープ180円ハーフバタートースト 200円ミニサラダ70円ゆでたまご ※価格はすべて税込み表記です。※写真はイメージです

ジャムトースト 小倉トースト ハニーシナモン
トースト



Lunch 11:00~14:00
ドリンクセット ＋　　　円180

ハム＆たまごのホットサンド
780円

チキンとトマトソースのホットサンド
830円 マルゲリータピザ 980円

鉄板ナポリタン
1,180円

ユーリンチープレート
1,080円

250円 360円 360円 360円

本日のドリアスタッフにお尋ねください スタッフにお尋ねください

1,280円
本日のパスタ

1,280円
シンガポール風チキンサラダごはん

1,380円

■ブレンド珈琲　■アメリカン珈琲　■アイス珈琲　■紅茶（HOT/ICE）
■オレンジジュース　■カルピス　■メロンソーダ　■コーラ

バニラアイス
抹茶アイス

フレンチ
パンケーキ ティラミス

180円コーンスープ 200円ミニサラダ

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

SET

Lunch
dessert

Side Menu

※ランチメニューご注文の
　お客様に限ります

モッツァレラチーズ 100％ より
美味しく
なりました

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



GRAND MENU
Small happiness

for Everyday



Pancakes
11:00~20:00

Strawberry&berry

Matcha pancakesMatcha pancakes

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。

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

西尾の抹茶パンケーキ

甘み、旨み、香り高い愛知県西尾の
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。

甘み、旨み、香り高い愛知県西尾の
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。

1,320円

Chocolate PancakesChocolate Pancakes
削りチョコパンケーキ削りチョコパンケーキ

ミルクチョコレートをお客様の目の前で削って
デコレーション。パンケーキの間にはベリーの
果肉をはさみ甘酸っぱさをプラスしました。

ミルクチョコレートをお客様の目の前で削って
デコレーション。パンケーキの間にはベリーの
果肉をはさみ甘酸っぱさをプラスしました。

1,540円

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。

※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。



Affogato Angel
アフォガートエンジェル

エスプレッソシロップをかけて
お召し上がりください。
エスプレッソシロップをかけて
お召し上がりください。

1,320円

Macadamia Nuts Sauce
pancakes
マカダミアナッツソースのパンケーキ
マカダミアナッツの豊かな香りをしみ込ませた、
パンケーキに生クリームをたっぷりかけました。
マカダミアナッツの豊かな香りをしみ込ませた、
パンケーキに生クリームをたっぷりかけました。

Casonard butter
pancakes
自家製カソナードバターのパンケーキ

さかい珈琲特性カソナードバターはメープルシロップと
相性ばっちり。
さかい珈琲特性カソナードバターはメープルシロップと
相性ばっちり。

Honey Butter Pancakes
ハニーバターパンケーキ

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。
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。

Castella PancakesCastella Pancakes
カステラパンケーキカステラパンケーキ

980円

1,320円

480円

980円980円

Topping
・はちみつ　・チョコソース
・キャラメルソース

・生クリーム　・バニラアイス

・はちみつ　・チョコソース
・キャラメルソース

・生クリーム　・バニラアイス

110円各

180円各

パンケーキご注文のお客様限定 +660円フライドポテトとドリンクのセット

・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
・アイスティー（ストレート / レモン / ミルク）

・カルピス
・コーラ
・メロンソーダ
・オレンジジュース

・ダージリン　 （ストレート / レモン / ミルク）

・アールグレイ（ストレート / レモン / ミルク）

・イングリッシュブレックファースト
　　　　　　　（ストレート / レモン / ミルク）

・フルーツガーデン
・グリーンルイボストロピカルパンチ
・カモミール



Pasta

Neapolitan
鉄板ナポリタン

Tomato Italiano
トマトイタリアーノ
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。
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。

Kids plate
お子様プレートドリンク付

カルピス又はオレンジジュース付
※小学生以下のお子様に限ります
カルピス又はオレンジジュース付
※小学生以下のお子様に限ります

Carbonara
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。
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。

Shrimp and broccoli
Bisque sauce pasta
海老とブロッコリーの
ビスクソース

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。

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。

Kids meal

1,180円

1,280円

1,280円

650円

1,280円

より
美味しく
なりました

特製トマトケチャップをベースに岐阜県の高原で育てられ
た完熟トマトを使用した、トマトケチャップを仕上げにトッ
ピング。
さかい珈琲だけでしか味わえないイチオシメニュー。



Doria

Pizza

Curry doria
カレードリア

ケチャップライスにカレーと
トロトロチーズ
ケチャップライスにカレーと
トロトロチーズ

イタリア産モッツァレラチーズ 100％イタリア産モッツァレラチーズ 100％ フレッシュチーズにはちみつをたっぷりフレッシュチーズにはちみつをたっぷり

1,280円
Chicken doria
チキンドリア

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ました。
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ました。

1,280円
Shrimp doria
海老ドリア

海老や甲殻類を使用した濃厚なビスク
ソースとチーズとの相性はばっちり。
海老や甲殻類を使用した濃厚なビスク
ソースとチーズとの相性はばっちり。

1,280円

Margherita
マルゲリータ 980円 Honey cheese

ハニーチーズ 980円

180円 200円 200円コーンスープ ミニサラダ 五穀米

※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。



Salad bowl

Bread

Curry

Singaporean
 chicken salad rice
シンガポール風
チキンサラダごはん
ピリ辛ソースとジンジャーが病みつきになる
ヘルシーサラダご飯です。
大盛りライス（五穀米）＋110 円 

ピリ辛ソースとジンジャーが病みつきになる
ヘルシーサラダご飯です。
大盛りライス（五穀米）＋110 円 

1,380円

Caesar salad
Curry and riceシーザーサラダ

シャキシャキとした食感が楽しめる一皿で
大満足のご馳走サラダです。
シャキシャキとした食感が楽しめる一皿で
大満足のご馳走サラダです。

980円

Hot sandwich

680円

chicken and tomato sauce

Thick sliced toast

チキンとトマトソースホットサンド

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。
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。

円830

■バター
■ジャム
■小倉
■ハニーシナモン

厚切りトースト
各 350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。

カレーライス
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 

辛み
スパイスで
美味しさ
UP！880円

Fried chicken plate 
with Catntonese sauce
ユーリンチー
プレート 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 

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 

ハムとポテトサラダ
ホットサンド
ハムとポテトサラダ
ホットサンド



Dinner set menu

Main Dessert

17:00~20:00

SET

選べるデザート選べるメイン

エビドリア
カレードリア
チキンドリア

海老とブロッコリーのビスクソース
カルボナーラ
イタリアーノ

シンガポール風チキンサラダごはん

■ハニーバター
　パンケーキ（1 枚）
■マカダミアソース
　パンケーキ（1 枚）
■NY チーズケーキ
■ティラミス
■季節のケーキ

1,650 円

1,650 円

1,650 円

1,750 円

1,750 円

1,750 円

1,850 円

180円 200円 200円コーンスープ ミニサラダ 五穀米

ドリンクセット

※下記よりプレートをお選びください

※下記よりデザートを
　お選びください

＋　　　円180
■ブレンド珈琲　■アメリカン珈琲　■アイス珈琲　■紅茶（HOT/ICE）
■オレンジジュース　■カルピス　■メロンソーダ　■コーラ

+
※写真は2名様用です　※写真はイメージです※写真は2名様用です　※写真はイメージです

メインメニューとデザートは
下記よりお選びください



Fried food

Sweets

French fries
さくさくフライドポテト

480円
Fried chicken
フライドチキンバスケット

640円
French fries & chicken
フライドポテト＆チキン

530円

Mille crêpes
ミルクレープ

530円

Seasonal cakes
季節のケーキ

Ice cream
アイスクリーム

バニラ /抹茶

380円

Tiramisu
ティラミス

530円

860円

NY Cheesecake
NY チーズケーキ

530円
Pudding
昔ながらのプリン

480円

French pancakes

Sweets set

フレンチパンケーキ

スウィーツセット

シロップを一つお選びください
■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

■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 各 500円

SET

SET
SET

SET

SET SET

←マークの付いたメニューと下記のドリンクからお選びください

※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。

・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
・アイスティー（ストレート / レモン / ミルク）

・カルピス
・コーラ
・メロンソーダ
・オレンジジュース

・ダージリン　 （ストレート / レモン / ミルク）

・アールグレイ（ストレート / レモン / ミルク）

・イングリッシュブレックファースト
　　　　　　　（ストレート / レモン / ミルク）

・フルーツガーデン
・グリーンルイボストロピカルパンチ
・カモミール



Coffee&Tea
Hot Coffee

Iced 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

チケット

チケット

チケット

チケット

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

チケット

チケット

チケット

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。

〈10枚綴り〉4,200円
〈5枚綴り〉 2,100円

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

240 円

240 円

260 円

280 円

240 円

260 円

280 円

2杯目以降

2杯目以降

「スミックティー」は、インド、スリランカ政府紅茶局認定マーク付きの高品質な

茶葉を使用しています。100%原産地で手摘みにより収穫された茶葉は、

各国の熟練ブレンダーが日本の水質に合わせてブレンドを行っています。

ハイクオリティーな紅茶体験を通じて、「心を満たす一杯」をお届けいたします。

ダージリン  520円
ストレート / レモン / ミルク
中国種の繊細な茶樹より、厳選した若葉を中心にブレンドしました。
ダージリンティーならではの甘く芳ばしい香りが楽しめる秀逸なブレンドです。

アイスティー  520円
ストレート / レモン / ミルク

ロイヤルミルクティー  600円

アールグレイ　580円
ストレート / レモン / ミルク
深いコクと甘みを持つアッサム紅茶をベースにした、爽やかな香りと濃厚な味わい
のオリジナルブレンドティーです。

フルーツガーデン  　580円
様々なフルーツを贅沢にブレンドした華やかなフルーツティー。
甘酸っぱく、クリームのような優しい甘みと香り、ルビーのような鮮やかな
水色は、お目覚めの朝食、リフレッシュにとてもおすすめです。

グリーンルイボス トロピカルパンチ  580円
ノンカフェインでミネラル豊富な南アフリカ原産のグリーンルイボス
ティーをベースにストロベリーとピーチの甘い香りのノンカフェインの
お茶です。
ローズペタルやコーンフラワーなど、見た目にも華やかです。

カモミール 　580円
最初に澄んだ青色が出て、しばらくするとカモミールの黄色に
変わるハーブティーです。みつりんごのフレーバーリングでより
フルーティーにカモミールをお楽しみいただけます。

イングリッシュブレックファースト  　580円

ストレート / レモン / ミルク
1日のはじまり、朝食のひと時にぴったりの英国風のブレンドティーです。しっかりとした味わいのアッサム茶
葉を使用。上質な紅茶がもつ甘く芳醇な味わいは、ストレートで楽しむのはもちろんのこと、ミルクをいれて
も美味しい味わいです。

  260 円

チケット Hot Tea

Iced Tea Milk Tea

(hot/ice) 

茶葉の写真は
イメージです。

ティーバッグでの
ご提供となります。

チケット

二杯目以降

カフェインレス カフェインレス



Other Drink

Soft drink

Kid’s drink

ほうじ茶オレ (HOT/ICE) 560 円

抹茶オレ (HOT/ICE) 560 円

ココア (HOT/ICE) 560 円

ミルク (HOT/ICE) 460 円

カルピス 460 円

メロンソーダ 460 円

コーラ 460 円

オレンジジュース 460 円

カルピス 180 円

オレンジジュース 180 円

チケット

チケット

チケット

チケット

チケット

※モーニングではご注文頂けません
※茶菓子は付きません

小学生以下のお子様が対象になります

Smoothie
バナナスムージー 650 円

ベリースムージー 650 円

Soda float
ピンクグレープフルーツ 780 円

フルーツアイランド 780 円

ブルーハワイ 780 円

クリームソーダ 780 円

Fruit juice
オレンジレモネードソーダ 580 円

生レモンスカッシュソーダ 580 円

ミックスジュース 640 円

Dessert drink
抹茶フラッペ 650 円

キャラメルマキアートフラッペ 650 円

珈琲ゼリーオレ 650 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。

〈10枚綴り〉4,200円
〈5枚綴り〉 2,100円

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

2杯目以降

280 円

230 円

230 円

230 円

230 円

230 円


