


鎌倉モーニング 各550円(税込)
Aセット（トースト＋マーガリン&イチゴジャム）
Bセット（トースト+自家製アーモンドマーガリン）

各400円

サービスモーニング
Aセット（トースト＋ 

                                         　マーガリン&イチゴジャム）
Bセット（トースト+ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　自家製アーモンドマーガリン）

鎌倉モーニングAセット

トースト・サラダ・スープ・ 
オムレツ・スパゲッティ・ 
唐揚げ・ポテトサラダ・ 
オレンジ・ドリンクで 
　　ボリューム満点!! 

サービスモーニングBセット

自家製 
アーモンドマーガリン

各400円(税込)

当店おす
すめ! 

＊珈琲/紅茶 おかわり＋200円

ドリンクをお選びください
珈琲 (hot or ice) / 紅茶 (hot or ice) / りんごジュース /オレンジジュース / ミルク (hot or ice)



オムライス

!
豪華なデザートプレート付きで 
贅沢なランチ♪

ランチにはすべて 
スープ/サラダ/ドリンク/デザートプレート 

がつきます。

各1,080円(税込)

ロコモコ

小エビのドリア(数量限定）

彩り野菜カレー

生ハムとアボガドのチーズごはん

＊珈琲/紅茶 おかわり＋200円
珈琲 (hot or ice) / 紅茶 (hot or ice) / りんごジュース /オレンジジュース / ミルク (hot or ice) / 抹茶

ドリンクをお選びください

ライス大盛り+50円



各務原店オリジナルメニュー

チーズハンバーグカレー
人気のハンバーグに 

たっぷりのチーズをのせて 

各ランチ1,080円(税込)／単品880円(税込)

特製カツカレー
サクサクとした食感が絶品♪ 

!

アスパラとベーコンの 
クリームソース

ぷりぷり海老の 
　　　　　ミートソース
ぷりぷりの海老の食感がたまらない 
ミートソース味のパスタです。 

ベーコンの旨味がきいたソースと 
アスパラが相性抜群。 

当店おすすめ! 

ライス大盛り＋50円

＊珈琲/紅茶 おかわり＋200円
珈琲 (hot or ice) / 紅茶 (hot or ice) / りんごジュース /オレンジジュース / ミルク (hot or ice) / 抹茶
ドリンクをお選びください



各務原店オリジナルメニュー

お子様ランチ 500円(税込）

フライドポテト　300円(税込)

オレンジジュース/フライドポテト/ミニハンバーグ/ 
チキンライス/オレンジ/たこウインナー/お菓子

鶏の唐揚げ　400円(税込)



ロコモコ　単品880円(税込) 彩り野菜カレー単品800円(税込)

生ハムとアボガドのチーズごはん 
単品880円(税込)

小エビのドリア（数量限定） 
単品880円(税込) 

オムライス 
      単品800円(税込) 

ライス大盛り＋50円
当店おす

すめ! 

＊珈琲/紅茶 おかわり＋200円

ドリンクセット +300円（税込）
珈琲 (hot or ice) / 紅茶 (hot or ice) / りんごジュース /オレンジジュース / ミルク (hot or ice) / 抹茶

単品メニュー



鎌倉わらび餅 ４個入り  400円（税込）　　　　　　　　　　　　
わらび餅には食物繊維がたっぷり。きな粉にはイソフラボンや天然
ポリフェノールもたっぷりで美容と健康にも◎

冷やしわらび餅　500円（税込）　　　　　　　　　　　　鎌倉わらび大福　450円（税込）　　　　　　　　　　　　

当店人気
NO1!自家製手

作り

バニラ・抹茶・黒ごまの中からお選びください。

＊珈琲/紅茶 おかわり＋200円

ドリンクセット +300円（税込）
珈琲 (hot or ice) / 紅茶 (hot or ice) / りんごジュース /オレンジジュース / ミルク (hot or ice) / 抹茶



鎌倉贅沢パフェ　　900円（税込）　　　　　　　　　　　　

わらびあんみつ 
　　　　　　580円（税込）　　　　　　　　　　　　

抹茶クリームあんみつ 
　　　　　 630円（税込）　　　　　　　　　　　　

ボリュー
ムたっぷ

り!

当店人気
NO2!

＊珈琲/紅茶 おかわり＋200円

ドリンクセット +300円（税込）
珈琲 (hot or ice) / 紅茶 (hot or ice) / りんごジュース /オレンジジュース / ミルク (hot or ice) / 抹茶



町家三昧  550円（税込）　　　　　　　　　　　　

黒豆みかさ 400円（税込）　　　　　　　　　　　　みたらし団子  300円（税込）　　　　　　　　　　　　

みかさ・麩まんじゅう・わらび餅

鎌倉アイス 450円（税込）
バニラ・抹茶・黒ごまの中から二つ 
お選びください。

＊珈琲/紅茶 おかわり＋200円

ドリンクセット +300円（税込）
珈琲 (hot or ice) / 紅茶 (hot or ice) / りんごジュース /オレンジジュース / ミルク (hot or ice) / 抹茶



麩まんじゅう 
　　　 300円（税込）　　　　　　　　　　　　

アイス最中 (わらび餅付き)　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鎌倉ぜんざい 
(温)(冷)   580円（税込）　　　　　　　　　　　　  

バニラ・抹茶・黒ごまの中から 
お二つお選びください。

550円（税込）

＊珈琲/紅茶 おかわり＋200円

ドリンクセット +300円（税込）
珈琲 (hot or ice) / 紅茶 (hot or ice) / りんごジュース /オレンジジュース / ミルク (hot or ice) / 抹茶



自家製手
作り

千姫の頬

450円（税込）

生地にわらび粉を 
練り込んだふわふわ 
もちもちの手作り 
シフォンケーキ。

ガトーショコラ 450円（税込） レアチーズケーキ 450円（税込）

抹茶豆乳プリン 500円（税込）

当店人気
!

フレンチトースト 600円（税込）
メイプルシロップ or 黒蜜きな粉

＊珈琲/紅茶 おかわり＋200円

ドリンクセット +300円（税込）
珈琲 (hot or ice) / 紅茶 (hot or ice) / りんごジュース /オレンジジュース / ミルク (hot or ice) / 抹茶



＋100円でミニわらび餅

美粋 -びすい-  
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

抹茶                               
                  480円(税込)　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ドリンク

500円(税込)

ロイヤルミルクティー (hot) 
                  500円(税込)　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロイヤルミルクティー

ほうじ茶オーレ(hot) 
                  500円(税込)　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ミニわらび餅

鎌倉オリジナル陶器でできた 
ドリップセットを使って 
引き立てのスペシャルブレンド 
の香りをお楽しみください。 

美粋セット

＊単品ドリンクはキャラメルビスケット付き

　　　　スペシャルブレンド珈琲(hot)　
美粋スペシャルブレンド珈琲

抹茶



カフェオーレ (hot or ice) 　  450円(税込)　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
抹茶オーレ(hot or ice)　　    450円(税込)　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
きな粉オーレ(hot or ice)　　 450円(税込)　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ミルク(hot or ice) 　　　　   400円(税込)　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

りんごジュース        　　   　 400円(税込)　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
オレンジジュース　　            400円(税込)　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

コーラ 　　　　　　　　　　 400円(税込)　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
コーラフロート    　　　       530円(税込)　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

抹茶オーレフロート  　　      630円(税込)　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
珈琲フロート     　　            530円(税込)　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＊単品ドリンクはキャラメルビスケット付き

ブレンド珈琲 (hot or ice) 　　  400円(税込)　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
紅茶 (hot or ice)　　　                  450円(税込)　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

グリーンティー(ice)　 　            450円(税込)　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＊珈琲/紅茶 おかわり＋200円

＋100円でミニわらび餅
ドリンク

ミニわらび餅



手作り


