
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

バタートースト

［ゆでたまご付］
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

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

＋   480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。

［ゆでたまご・サラダ付］

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

町田多摩境店



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
ランチメニュー

1,280円

1,280円 1,080円

1,380円1,480円

1,580円

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

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

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。

海老とブロッコリーの
ビスクソース
海老とブロッコリーの
ビスクソース

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

カレーライス※ライス（五穀米）付※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 
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

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！

町田多摩境店

鉄板ナポリタン
 

1,380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。

980円
ハム＆たまご
ホットサンド



・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

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(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



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

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

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

鉄板ナポリタン

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。

さかい珈琲特製
トマトケチャップ

×
岐阜県産 高原完熟トマト



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 

サイドメニュー

フォカッチャ 200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 

コーンスープ 180円 ミニサラダ 200円 五穀米 200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 

ヤンニョム
プレート 1,080円

1,280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 

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 

とカレー

サイドメニュー

フォカッチャ 200円コーンスープ 180円 ミニサラダ 200円 五穀米 200円



ブレッドメニュー

あげもの

Bread Menu

Fried Food 

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 330円

ジャム 330円

小倉 330円

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。

880円フライドポテトとドリンクのセット

厚切りトースト　ハニーシナモン 330円

※上記以外のドリンクは通常価格になります。

・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(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

Drink&Potato Set

680円チーズトースト

680円

ハムとポテトサラダ
ホットサンド



※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は通常価格になります。

900円ケーキセット

シンプルながら濃厚な味わいのプリン。

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

・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(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

Drink&Cake Set



Hot Coffee
ブレンド珈琲 500円

アメリカン珈琲 500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 500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。

250円

250円

260円

280円

250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

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

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。

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！


