
Morning menu
ご提供時間 / am8:00 ～ am11:30

パン、オムレツ、サラダ、ドリンク

モーニングセット A

お好きなパンを
3個お選び頂けます。

パン、オムレツ、サラダ、ソーセージ、ヨーグルト、ドリンク

モーニングセット B

790

990

Morning set

※記載の価格は全て税込み価格です

COFFEE & BAKERY

※おひとり様ワンオーダーをお願いいたします。



マザーズサンドセット
（サラダ付き） ベーコンエッグのサンドイッチ。

●マザーズブレンド ●アメリカンブレンド ●紅茶 ●アイスコーヒー

●アイスティー ●ミルク（ ホット、アイス ） ●オレンジジュース

●グレープフルーツジュース ●マンゴーラッシー ●アサイーヨーグルト

Morning menu

840 B.L.T.サンドセット
ベーコン・レタス・トマト、新鮮野菜たっぷり。 840

厚切りトーストセット
外はサクサク、中はふんわり。

※記載の価格は全て税込み価格です

690
小倉トーストセット
小倉あんと生クリーム絶妙な組み合わせ。

690
パンケーキセット
マーガリン・ジャム・メープルシロップ付

690

ご提供時間 / am8:00 ～ am11:30

キッズプレート
パンケーキ2枚、ウインナー、
フライドポテト、ゼリー、ジュース付き

590 Sサラダ

+200
オニオンスープ

+200
自家製パン（2個）

+250

対象年齢
小学生
以下

人気

大人の方もどうぞ

790

No.1

お食事と
ご一緒に
もう一品

ドリンク付きドリンク付きドリンク付き

ドリンク付き ドリンク付き

セットのドリンクをお選びください。



Sandwich
ご提供時間 / am11:30 ～ pm7:00 （ ラストオーダーはpm6:00 ）

ミックスサンド
コクのあるタマゴサラダと新鮮野菜＆ハム。 790 えびす山サンド

自家製パンを使用した日替わりサンドイッチ。 890

人気

テイクアウトできます

No.1

マザーズサンドセット
（サラダ付き） ベーコンエッグのサンドイッチ 790

TAKE
OUT

COFFEE & BAKERY

※おひとり様ワンオーダーをお願いいたします。
※記載の価格は全て税込み価格です



Sandwich

※記載の価格は全て税込み価格です

ご提供時間 / am11:30 ～ pm7:00 （ ラストオーダーはpm6:00 ）

パストラミビーフサンド
ブラックペッパーの効いた燻製ビーフを
たっぷり挟んだ贅沢サンド。

890

ロースカツサンド

ドリンクセット

揚げたてカツとしゃきしゃきキャベツでお腹も満足。 890

Sサラダ

+200
オニオンスープ

+200
自家製パン（2個）

+250

季節のアイスクリーム
アイスの種類はスタッフにお尋ね下さい

+290

+200

お食事と
ご一緒に
もう一品

ドリンクは別紙より
お選びください



Curry
ご提供時間 / am11:30 ～ pm7:00 （ ラストオーダーはpm6:00 ）

7種の野菜カレー
新鮮野菜たっぷりのヘルシーなカレー。 940 トマトチキン&オリジナルカレー

ふたつの味が楽しめる「期間限定」カレー。 940

+200

人気
No.1

淡路島たまねぎカレー フルーツのような甘みが特徴の「淡路島たまねぎ」を使用しています。 890

大盛り
※ルーまたはライスのみの増量も同額です。 +200

チーズ
+150
おんたま

※具材は変わる場合がございます。

期間
限定

期間
限定

期間
限定

  夏の
カレー
 フェア

※記載の価格は全て税込み価格です

COFFEE & BAKERY

※おひとり様ワンオーダーをお願いいたします。



Curry

※記載の価格は全て税込み価格です

ご提供時間 / am11:30 ～ pm7:00 （ ラストオーダーはpm6:00 ）

阿波牛のビーフカレー

ドリンクセット

阿波牛を贅沢に使用したスパイシーカレー。 940ふわとろたまごカレー
スクランブルエッグを乗せてオムライス風に。 890

ロコモコ丼（温玉入）
食べごたえのある肉々しいハンバーグと一緒に。 990手仕込みカツカレー

阿波ポークのとんかつを使用しています。 990

Sサラダ

+200
オニオンスープ

+200
自家製パン（2個）

+250

季節のアイスクリーム
アイスの種類はスタッフにお尋ね下さい

+290

+200

お食事と
ご一緒に
もう一品

ドリンクは別紙より
お選びください

カツのカットをご希望の方は
スタッフまでお申し付けください



Meatdish
ご提供時間 / am11:30 ～ pm7:00 （ ラストオーダーはpm6:00 ）

デミグラスソースのハンバーグ
濃厚な味わいのデミグラスで味わう定番のハンバーグ。 990 和風おろしそハンバーグ

大根おろしと大葉を添えて和風あっさり仕立て。 990
ライス（大盛り無料）または自家製パン（2個）をお選びください。

※ライス大盛りはご注文時にお申し付けください。

ソースカツ丼 甘辛ソースをくぐらせた揚げたてカツとしゃきしゃきキャベツが食欲をそそるがっつりメニュー。 940

※記載の価格は全て税込み価格です

COFFEE & BAKERY

※おひとり様ワンオーダーをお願いいたします。



Pasta

※記載の価格は全て税込み価格です

ご提供時間 / am11:30 ～ pm7:00 （ ラストオーダーはpm6:00 ）

ドリンクセット

Sサラダ

+200
オニオンスープ

+200
自家製パン（2個）

+250

季節のアイスクリーム
アイスの種類はスタッフにお尋ね下さい

+290

+200

+200

お食事と
ご一緒に
もう一品

ドリンクは別紙より
お選びください

大盛り

ボロネーゼ

940

（サラダ付き）

挽き肉と香味野菜をたっぷり使用した

濃厚で深みのある自家製ソース



Drink
ご提供時間 / am8:00 ～ pm7:00 （ ラストオーダーはpm6:00 ）

※お車でお越しのお客様、20歳未満の方へのアルコール類の販売をいたしません

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 490
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 490

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 490
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 590
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 540

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 540
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 440

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 490
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 590

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 590
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 590

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 590
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 490

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 490
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 590

・・・・・・・・・・・・・ 590

マザーズブレンド（ ポット ）

アメリカンブレンド（ ポット ）

アイスコーヒー（ Mサイズ ）

アイスコーヒー（ Lサイズ ）

紅茶（ ストレート・レモン・ミルク ）

アイスティー（ ストレート・レモン・ミルク ）

エスプレッソ

カフェラテ

アイスカフェラテ

キャラメルラテ

チョコレートラテ

ココナッツラテ

抹茶ラテ（ ホット・アイス ）

ほうじ茶ラテ（ ホット・アイス ）

黒蜜きなこ抹茶ラテ（ ホット・アイス ）

黒蜜きなこほうじ茶ラテ（ ホット・アイス ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 440
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 440

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 440
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 640
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 640
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 640
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 640
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 640

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 640
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 640
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 640
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 640
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 640

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 590

ミルク（ ホット・アイス ）

オレンジジュース

グレープフルーツジュース

コーヒーフロート

マンゴーラッシー

アサイーヨーグルト

ベリーアイスティー

ハニーミントソーダ

ホワイトピーチソーダ

すだちソーダ

クリームソーダ

バナナシェイク

ミックスシェイク

プレミアムモルツ（ 瓶 ）

季節のアイスクリーム
アイスの種類はスタッフにお尋ね下さい

お飲み物とご一緒に
いかがですか？

+290

※記載の価格は全て税込み価格です

COFFEE & BAKERY

※おひとり様ワンオーダーをお願いいたします。
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