
《 SANDWICH》

当店おすすめヘルシーサンドウィッチ

※セットドリンクは 330円 。350円 C
お飲み物からお選び下さい。

*PIcasc choosc a sct drink」ヤoll1 330 ycn or 350 ycn.

◇ひじきサンドウィッチ 単品(singlc itcm)¥400
(Hijih SmdWiCh)

セットSet(ド リンク付 Withdrink)¥600

ひじきには鉄分とカルシウムが
豊富に含まれています

◇讃岐コーチンの玉子サンドウィッチ 単品 ¥400
(Egg sandwich)     (Singlc itcm)

セットSet(ド リンク付 withdri撤 )¥600

讃岐コーチンの玉子は香川県畜産試験場が開発した、

低脂肪・低カロリーでビタミンが多く含まれた玉子です

ひじきサンド (単 品)

(Hijih SandWiCh)
¥400

玉子サ ン ド (単品 )

(Egg salldwich)
¥400

《 TOAST BREAD》

◇バタートースト(Butter Toast) ¥190

◇ トーストプレート単品(singlc itcm)¥400
(Toast plate)

セットSet(ド リンク付 withdril■)¥600

トース トプレー ト (単品)

(Toast plttc Singlc itcln)

¥400

※セ ットドリンクは 330円 。350円 C
お飲み物からお選び下さい。

*Plcasc choosc a set drink ilon1 330 ycn or 350 ycn.

当店の表示価格は消費税込みとなってお ります

営業時間

9:00～ 15:30

定 休 日

± 0日・祝日

香川県庁
消費生活協同組合

モーニングサービス
AM9:00～ AM10:30

◇ ハーフトーストモーニング ¥350
(ト ースト半分+ド リンク)

(Half toast+Drink)

◇ トーストモーニング   ¥450
(ト ースト1枚+ド リンク)

(ltoast+Drink)

◇ 玉子サンドウィッチモーニング
¥450

(玉子サンド+ド リンク)

(Egg sandwich+Drink)

*Please choose a set drink from 330 yen or 350 yen.

《MORNING》

※セットドリンクは330円 。350円 の
お飲み物からお選び下さい。



《DRINK》
◇ ブレンドコーヒー(BlendCoffee)¥3

まろやかなコクと芳醇な香り。シャープな苦味。

◇ アメリカンコーヒー(Amdcar【〕o鋼∝)¥3
ソフト・マイルド風味の “かるい"仕上げ。

◇ カフェ・ラテ (Ca■ Latte)  ¥3
カフェ。オーンの新しいスタイル。
トレンディーなフォームド・ミルクが心地よく。

◇ アイスコーヒー (Ice Coffec) ¥3
コーヒーの風味を大切に仕上げました。

◇ アイス・カフェラテ(IceCafeLatte)¥3
冷たいエスプレッソにミルクを加えました。

◇ ミルク(Milk)(Hot or lce)  ¥3

鰈鰈雖躙輻鰈躙

◇ コーヒーフロート(Comee Float)¥400
◇ クリームソーダ(Cream Soda) ¥400

冷たぐ甘いソーダにバニラアイスを浮かべて。

◇ 柚子ソーダ(Citron Soda)  ¥400
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カ フェ・ ラテ

(Catt Lttte)
¥330

◇ ブレンドテイ
(レモン・ミ

アイス・ カフェラテ

(IccCaiLattc)
¥330

¥330

カフェモカ

(Cat Mocha)
¥370

コー ヒーフロー ト

(Coffcc Float)
¥400

《DESSERT》

アイス・カフェモカ

(IccCatMocha)
¥370

クリームソーダ
(CrCam SOda)
¥400

¥350

セイロンティベースのしっかりした味わい。

◇ アイスティ (ICe Tea)    _
(レモン・ミルク・ストレー ト)

さわやかな口当たりと香り。

(Blend Tca)     ¥330
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◇ オレンジジュース
(Orenge Juice)

◇ メロンソーダ
(ゝ江elon Soda)

¥350

¥350

◇ カフェ。モカ (Catt Mocha) ¥370
まろやかなチョコレートとビターコーヒーのハーモニー。

◇ アイスカフェ。モカ (IceCaおMocha)¥370
カフェ 。モカをアイスのレイアー ドのスタイルで。

¥370

◇ ハーフワッフル(Halfwamc)単 品¥230
セット (ドリンク付 Withdrink):¥430

◇ ワッフル(lWame)単  品  ¥370
セット(ド リンク付

｀Withdttlk)¥570

※セットドリンクは330円 。350円 の
お飲み物からお選び下さい。

*Please choose a set drink from 330 yen or 350

《WAFFLE》

d■ト

ワッフルセット ¥570
(Wamc sct)¥370

◇ 柚子ティ (Hot or lce)

(CitronTea)

◇ ココア (Hot or lce)

(Cocoa)

,


