
成人の方はお一人様1品以上のご注文をお願いいたします

AirPort56510

9398680875598

Please　order one dish per person

ご注文のお願い



成人の方はお一人様1品はご注文をおねがいいたします

税込み価格
 Coffee　Tea　 Milk　コーヒ紅茶ミルク

炭焼きコーヒー  Coffee　 500

アイスコーヒー Iced coffee　 500

  Coffee with whipped cream ウインナーコーヒー 600
Coffee with whipped cream

コーヒ-フロート 600
Iced coffee with vanilla ice cream

紅茶 black tea (Hot/Iced) 500
レモンテイ又ストレート

ミルク  Milk (Hot/Iced) 450

カフェオレ Cafè au lait (Hot/Iced) 500

soda　juice　ジュース　フロート
クリームソーダ 650

Melon ｓoda with ice cream on top フレッシュレモンスカッシュ 600
Lemon soda

メロンソーダ Melon soda 450

コカコーラ Coke 450

クリームソーダ 650

Matcha Latte コーラーフロート 600
with matcha ice cream on top Coke with vanilla ice cream

オレンジジュース Orange juice 450

Matcha 　抹茶

700

850
A green tea parfait 

抹茶と和三盆 Matcha 550
冷たい抹茶と和三盆 Cold Matcha 550

ウインナーコーヒー 600
二杯目からは＋200

抹茶フロート

抹茶パフェ850

抹茶フロート

抹茶パフェ

700



和風アフォガード
抹茶をかけてお召し上がりください

チョコレートパフェ 900
japanese style Affogato Chocolate parfait

Please Put brown　Matcha　

バニラアイスクリーム 500
Vanilla ice cream

Chocolate parfait

餅入りぜんざい 650

餅入りぜんざい 白玉冷やしぜんざい 白玉暖かいぜんざい 650
Sweet red-bean soupe Sweet red-bean soupe　
with pieces of rice cake with pieces of  shiratama

650

クリームぜんざい 700
（バニラアイスクリーム入り）

白玉入り＋100
クリームぜんざい 抹茶クリームぜんざい
Cold　sweet red-bean soupe　 Cold　sweet red-bean soupe　 抹茶クリームぜんざい 850
with Vanilla ice cream with Matcha ice cream （抹茶アイスクリームと白玉入り）

お団子＆お飲み物セット 750
白玉団子自家製あんこ添え 単品 400

Matcha　Coffee also tea and Shiratama dumpling

Japanese sweets dumpling ball 

わらび餅＆お飲み物セット 750
コーヒー又紅茶又抹茶付き 単品 400

お団子＆お飲み物セット わらび餅＆お飲み物セット ”a jelly-like confection made from bracken starch and 

covered or dipped in kinako 
(sweet toasted soybean flour）.”

Please choose a drink from these.
Matcha Coffee　 black tea (Hot/Iced)

アイスクリーム Ice cream　

800

650 650

暖かいぜんざい(Hot)  

北海道産大納言小豆使用自家製

小倉しぐれ

900

Ice cream topped with chocolate, whipped cream and fruit

わらび餅、お団子セット

750 750

コーヒー又紅茶又抹茶付き

700 850

冷たいぜんざい（Iced)  

北海道産大納言小豆使用自家製

白玉冷やしぜんざい

チョコレートパフェ



900

単品 600

Red Bean Paste on Toast

850

単品 550

アイスクリーム添え プラス 200
自家製あんこ添え プラス 100

750

単品 450

Toast 　 Set   (With butter and jam)

Pancake Set 　80 0 　 "just the Pancake 550

ホットケーキセット　850

あんバタートーストセット900

セットメニュー

ホットケーキセット

あんバタートーストセット

自慢の自家製あんことバター生クリームのハーモニー

厚切りトーストセット

厚切りトーストセット （バター＆ジャム付き） 750

お飲み物付きはコーヒー又紅茶又オレンジジュース

Please choose a drink from the following.

 Coffee　black tea　(Hot/Iced)　Orange juice

かき氷



白玉氷ぜんざい    
sweet red beans　and　siratama
白玉宇治金時
green tea and sweet red beans
みるく金時 
condensed milk　and sweet red beans
宇治ミルク金時
green tea and sweet red beans　condensed milk

宇治 
green tea　flavor
いちご
strawberry
みぞれ 
syrup
メロン 450
melon　flavor
レモン 450
lemon　flavor
オレンジ
orange　flavor

自家製粒入いちごシロップ
バニラアイスクリーム添え

Shaved ice

フレッシュレモンをギュツと絞った

宇治抹茶たっぷり

氷マンゴー650 氷生いちごみるく750

白玉宇治金時

氷レモネード650

アイスクリーム添え

850

トロピカル
果肉入

トッピング

白玉5個 ミルク

各＋100

バニラアイスクリーム

＋200

かき氷
650

650

700

500

500

450



スパゲッテイナポリタン

1200

            Just the spaghetti コーヒー又紅茶又オレンジジュース付き
単品 850

生ビールセット

                                          with coffee or tea or orange juice 国産豚ヒレ使用

ひれかつサンドとお飲み物
コーヒー又紅茶又オレンジジュース

単品 950

700

生ビール Draft beer 500

アサヒドライ中瓶 500ｍｌ 550
Bottled beer

アサヒドライ缶 350ｍｌ 450
Canned beer

讃岐地ビール瓶各種 600
local Beer

 Pasta with onions, green bell peppers and  bacon sausage sautéed in ketchup 

Spaghetti with tomato sauce ＆Salad

Spaghetti Napolitan Set. お飲み物セット　

＆サラダ　

Chicken Curry and rice

親鳥チキンカレー＆サラダ

850

Ｐｏｒｋ　Ｃｕｔｌｅｔ　ｓａｎｄｗｉｃｈ set
with coffee or tea or orange juice

アルコール

ヒレカツサンドセット

ひれカツサンド

1300

1300

スパゲッテイナポリタン

1350
生ビールセット

Spaghetti Napolitan Set. 

お食事

懐かしの

ナポリタンセット 1200

ひれかつサンドセット 1300

親鳥チキンカレー＆サラダ700


