
*** ホットドリンク ***

カフェカップチーノ ￥５５０

カフェフレーバー
（アーモンド・ナッツ・キャ

ラメル）

￥５５０

ブレンドコーヒー ￥４３０

有機栽培コーヒー ￥４５０

アメリカンコーヒー ￥４３０

カフェオーレ ￥４５０

カフェウインナー ￥５００

ココア ￥５５０

ホットレモン ￥４５０

レモンティー ￥４３０

ミルクティー ￥４３０

ホットゆずティー ￥５００

ロイヤルミルクティー
（シンプル）

￥４８０

ロイヤルミルクティー
（キャラメル）

￥５２０

*** ハーブティー ***

カモミール
（⽢いリンゴに似た風味。発

汗作用あり、風邪の特効薬と

も…）

￥５００

レモングラス
（レモン風味の最も飲みやす

いハーブ。消化機能を⾼め貧血

にも良いです）

￥５００

ハイビスカス
（南国の味わい）

￥５００

*** アイスドリンク ***

アイスコーヒー ￥４６０

アイスレモンティー ￥４６０

アイスミルクティー ￥４６０

アイスオーレ ￥４８０

アイスウインナーコーヒー ￥５３０

コーヒーフロート ￥５３０

アイスココア ￥５８０

クリームソーダ ￥５５０

アイスゆずティー ￥５３０

オレンジジュース ￥４５０

トマトジュース ￥４５０

ミックスジュース ￥５５０

⻘梅スカッシュ ￥５３０

レモンスカッシュ ￥５３０

コカ・コーラ ￥４５０

ノンアルコールビール ￥４５０

アイスゆずティー

【ドリンクメニュー】　ＡＭ８:００～ＰＭ８：００



カフェカップチーノ

【ケーキセット】

350円以上のケーキ
をお召し上がりの場

合、ドリンクが50円
サービスになりま

す。

※写真はイメージ図です。ケーキ
や⽣菓⼦は季節によって内容が異

なります。ご了承ください。

セット内容…サラダ・お飲物付

ミニサラダ ￥４００

トマトサラダ ￥６２０

ミックスサラダ ￥８００

トースト ￥３５０

チョコレートトースト ￥５８０

たまごトースト ￥５８０

ホットケーキ ￥５５０

ミックスサンド ￥６５０

クロワッサンサンド ￥７８０

卵サンド ￥６５０

野菜サンド ￥６５０

カツサンド ￥７５０

クロワッサンサンドセット ￥６５０

ピザトーストセット ￥６５０

ホットサンドセット ￥６００

焼き卵サンドセット ￥９００

ミックスサンドセット ￥９００

カツサンドセット ￥１０００

トマトサラダ チョコレートトースト

たまごトースト クロワッサンサンド

（※写真はイメージです。デザインは多少異なります。ご了承くださ
い。）

カフェアフォガート
（アイスクリームにエスプレッソコーヒーがけ）

￥５００

【軽食】

【デザート】



イタリアンジェラート
（バニラ・ストロベリー・メロンの３⾊のアイスク

リームです）

￥５００

チョコレートパフェ ￥７００

抹茶パフェ
（ほろ苦い抹茶アイスと餡の和風パフェ。⽩⽟とわ

らび餅もトッピングの贅沢な⼀品です。）

￥７００

２１ｃｍ ２５ｃｍ

ベーコントマト ￥９５０ ￥１２５０

ベーコン・茄⼦・⽊の⼦ ￥９５０ ￥１２５０

海の幸
（トマトソースをベースにエビ・イカ・⾙・ツ

ナ）

￥１１００ ￥１４００

ポテトオニオン
（ポテト＆オニオン＆ベーコン）

￥９５０ ￥１２５０

ツナたまご
（ツナ＆たまご＆エビ）

￥１０５０ ￥１３５０

ジャーマン風
（ミートソースをベースにウィンナー＆ポテ

ト＆たまご）

￥１０５０ ￥１３５０

ジェノベーゼ
（ジェノベーゼソースをベースにトマト＆コー

ン）

￥１０００ ￥１３００

セット内容…サラダ・スープ付

単品 セット

ガーリックピラフ ￥７８０ ￥９８０

エビピラフ ￥７８０ ￥９８０

⽊の⼦ピラフ ￥７８０ ￥９８０

オニオンカレー ￥７８０ ￥９８０

カツカレー ￥８５０ ￥１０５０

お⼦様ハンバーグセット ￥８８０

お⼦様カレーセット ￥８８０

お⼦様エビフライセット ￥８８０

チョコレートパフェ 抹茶パフェ

（※写真はイメージです。デザインは多少異なります。ご了承くださ
い。）

【ピッツァ】　ＡＭ１１:００～ＰＭ８：００

ベーコン・茄⼦・⽊の⼦

ジェノベーゼ

【ピラフ＆カレー】

【お子様セット】



セット内容…サラダ・スープ・パン付
（※パンはおかわり自由です）

単品 セット

ベーコンと茄⼦のトマトソース ￥９５０ ￥１２００

⽢エビのトマトソース ￥１０００ ￥１２５０

チキンのトマト煮ソース ￥１０５０ ￥１３００

ペスカトーレ ￥１２００ ￥１４５０

ミートソース ￥９００ ￥１１５０

ベーコンと⽊の⼦のミートソース ￥１０００ ￥１２５０

メンチカツのミートソース ￥１０５０ ￥１３００

ローストンカツのミートソース ￥１１００ ￥１３５０

カルボナーラ ￥１１００ ￥１３５０

エビと⽣ハムのクリームソース ￥１２００ ￥１４５０

エビとホタテのクリームソース ￥１２００ ￥１４５０

ボンゴレビアンコ ￥１０５０ ￥１３００

アーリエオーリオペペロンチーノ ￥９００ ￥１１５０

アンチョビのオリーブオイル ￥９００ ￥１１５０

エビとブロッコリーのオリーブオイル ￥９００ ￥１１５０

ベーコンと⽊の⼦のオリーブオイル ￥９００ ￥１１５０

明太⼦ ￥９００ ￥１１５０

たまご明太⼦ ￥１０００ ￥１２５０

⽊の⼦明太⼦ ￥１０００ ￥１２５０

エビとイカの明太⼦ ￥１０５０ ￥１３００

セット内容…
サラダ・スープ・ライスorパン付
（※パンはおかわり自由です）

単品 セット

⽜ロースステーキ ジンジャーソース ￥１４５０ ￥１６５０

⽜フィレステーキ 和風ソース ￥１６５０ ￥１８５０

エビフライ タルタルソース ￥１４５０ ￥１６５０

⽩⾝魚のソテー 和風ソース ￥１４５０ ￥１６５０

【スパゲティ】

ペスカトーレ

エビとブロッコリーのオリーブオイル

エビと⽣ハムのクリームソース

【メインディッシュ】

⽜ロースステーキ
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