
バタートースト ¥1,200
Butter Toast

あんバタ ¥1,300
Buttered Toast with Anko

あんがさね ¥1,300
Anko Sandwich Cookies

Kaikadoチーズケーキ ¥1,580
Kaikado Cheese Cake

下記ドリンクとのセット
（※を除く）トーストとスイーツセット

Kaikadoブレンドコーヒー ¥850
Kaikado Hot Coffee

水出しアイスコーヒー ¥900
Iced Coffee

カフェオレ  〈 Hot / Iced 〉 ¥900
Cafe Au Lait　オーツミルク変更（oat milk）  ＋￥200

Kaikadoブレックファースト〈Hot〉 ¥850
Kaikado Breakfast

Kaikadoアールグレイ〈Hot〉 ¥850
Kaikado Earl Grey

Kaikadoスーパーナチュラルブレンド ¥900
（熊本の紅茶と緑茶のブレンド）〈Hot〉
Kaikado Supernatural Blend

Kaikadoレモンブッシュ（ルイボスティ） ¥900
Kaikado LEMON BUSH〈Hot〉

梨山紅茶〈Hot〉 ¥900
Lishan Black Tea

本日のアイスティー ¥850～
Today's Iced Tea

※ 本日のアイスティーソーダ ¥900～
Today's Iced Tea Soda

水出し緑茶（ノーマル・ゆず・山椒） ¥900
Iced Shaken Green Tea 〈Iced〉

釜炒り茶〈Hot〉 ¥900
Classic Green Tea ［carefully roasted in a cauldron］

※ ペリエ［スパークリングウォーター］ ¥600
Sparkling water （Perr ier）

価格はすべて税込表示となっています。 お一人様 1ドリンク以上のご注文をお願い致します。 ストローがご入用の方は、お知らせください。 別途、有償となります。 
Please order at least one drink per person. There is a sur-charge, if you require a straw. To preserve the environment, We use bamboo and paper straws.

10：00 ～ 11：00

あんバタ



りんごジュース［果汁100%］ ¥300
Apple Juice

ミルク ¥300
Milk

Kids Menu
（中学生以下のお子様のみ） ※氷のあるなしをご指示ください 



Menu

もなか ¥1,250
Wafer cake filled with Anko

カラキ餅 ¥1,250
Karaki Mochi

あんがさね ¥1,300
Anko Sandwich Cookies

あんバタ ¥1,300
Buttered Toast with Anko

Kaikadoチーズケーキ ¥1,580
Kaikado Cheese Cake

上記ドリンクとのセット（※を除く）
スイーツセット

もなか

Kaikadoチーズケーキ

あんがさねカラキ餅

あんバタ

Kaikadoブレンドコーヒー ¥850
Kaikado Hot Coffee

水出しアイスコーヒー ¥900
Iced Coffee

カフェオレ  〈 Hot / Iced 〉 ¥900
Cafe Au Lait　オーツミルク変更（oat milk）  ＋￥200

Kaikadoブレックファースト〈Hot〉 ¥850
Kaikado Breakfast

Kaikadoアールグレイ〈Hot〉 ¥850
Kaikado Earl Grey

Kaikadoスーパーナチュラルブレンド ¥900
（熊本の紅茶と緑茶のブレンド）〈Hot〉
Kaikado Supernatural Blend

Kaikadoレモンブッシュ（ルイボスティ） ¥900
Kaikado LEMON BUSH〈Hot〉

梨山紅茶〈Hot〉 ¥900
Lishan Black Tea

本日のアイスティー ¥850～
Today's Iced Tea

※ 本日のアイスティーソーダ ¥900～
Today's Iced Tea Soda

水出し緑茶（ノーマル・ゆず・山椒） ¥900
Iced Shaken Green Tea 〈Iced〉

※ いわれ茶（お菓子付）   ¥1,000
Special Seasonal Tea 【詳細は別紙メニューをご覧ください】

釜炒り茶〈Hot〉 ¥900
Classic Green Tea ［carefully roasted in a cauldron］

※ 開化堂のほうじ茶オレ〈Hot〉 ¥900
Hot Houjicha Au Lait　オーツミルク変更（oat milk）  ＋￥200

※ アイス抹茶ラテ ¥900
Iced Matcha Latté　オーツミルク変更（oat milk）  ＋￥200

※ ペリエ［スパークリングウォーター］ ¥600
Sparkling water （Perr ier）

価格はすべて税込表示となっています。 お一人様 1ドリンク以上のご注文をお願い致します。 ストローがご入用の方は、お知らせください。 別途、有償となります。 
Please order at least one drink per person. There is a sur-charge, if you require a straw. To preserve the environment, We use bamboo and paper straws.



価格はすべて税込表示となっています。 お一人様 1ドリンク以上のご注文をお願い致します。 ストローがご入用の方は、お知らせください。 別途、有償となります。 
Please order at least one drink per person. There is a sur-charge, if you require a straw. To preserve the environment, We use bamboo and paper straws.

りんごジュース［果汁100%］ ¥300
Apple Juice

ミルク ¥300
Milk

Kids Menu
（中学生以下のお子様のみ） ※氷のあるなしをご指示ください 

Side Menu
お飲み物と一緒にお楽しみください。

Alcohol
滋賀県日野市の HINO BREWING さんのクラフトビールをお楽しみください。

ヒノベリーエール ¥1,000
HINOBERRY ALE （Fruit Ale）

滋賀県日野産のいちごを使用した年に一度のお楽しみ。
芳醇な甘い香り広がり、苦味を抑えたまろやかでスムースな飲みごこち。
甘すぎず爽やかな仕上がりのフルーツエールです。

クダリスタウト ¥1,000
Coffee Stout

「中川ワニ珈琲」さんのスペシャルブレンドをたっぷり使用した、
香り豊かなアイスコーヒーのように飲める味わい。
スイーツと合わせてお楽しみください。

ビールとナッツのセット ¥1,400

もなか【中村製餡所】  ¥460
Wafer cake filled with Anko

カラキ餅【鍵善良房】  ¥460
Karaki Mochi

あんがさね【甘党茶屋 梅園】  ¥510
Anko Sandwich Cookies

あんバタ
【HANAKAGO/ 中村製餡所】  ¥510

Buttered Toast with Anko

Kaikadoチーズケーキ  ¥790
【那須高原チーズガーデン】

Kaikado Cheese Cake

Salty Nuts ¥500



Meal Menu
京都のフレンチの名店「NAKATSUKA」のオーナーシェフ

中塚貴之さんの料理をお楽しみください。

【 お好きなお飲みものを１つお選びください。 】

・  Kaikadoブレンドコーヒー

・  水出しアイスコーヒー

・  Kaikadoブレックファースト

・  Kaikadoアールグレイ

・  Kaikadoスーパーナチュラル

・  レモンブッシュ　・  梨山紅茶

・  本日のアイスティー　・  炒り茶

・  水出し緑茶（ノーマル、柚子、山椒）

あんがさね  510円
もなか  460円
カラキ餅  460円
Kaikadoチーズケーキ  790円

デザートもご一緒にいかがでしょう。

カラキ餅

蝦夷鹿をたっぷりの赤ワイン、ポルト酒、香味野菜、
ヒヨコ豆をブルーベリーのジャムと共に煮込んで、

赤ワインビネガーで仕上げております。

NAKATSUKA お食事セット  ¥3,000

● 蝦夷鹿の赤ワイン煮込みブルーベリー風味

● HANAKAGOさんのフォカッチャ または 食パン （ バター ＋100円 ）

● 食後のドリンク



お菓子缶セット

お好きなお飲みものを2つお選びください。

・Kaikadoブレンドコーヒー

・水出しアイスコーヒー

・カフェオレ 〈 Hot / Iced 〉

・Kaikadoブレックファースト〈 Hot 〉

・Kaikadoアールグレイ〈 Hot 〉

・Kaikadoスーパーナチュラルブレンド〈 Hot 〉

・Kaikadoレモンブッシュ（ルイボスティ）〈 Hot 〉

・梨山紅茶 〈 Hot 〉

・本日のアイスティー
・本日のアイスティーソーダ
・ 炒り茶 〈 Hot 〉

・水出し緑茶 （ノーマル・ゆず・山椒）

・アイス抹茶ラテ

・開化堂のほうじ茶オレ 〈 Hot 〉

※Kaikadoブレンドコーヒーのみ２杯目を
500円にてご提供いたします。

●クラフティ
フランス リムーザン地方の伝統菓子
プリンよりもしっかりとした食感
りんご仕上げ。

●マカロン
ヨーロッパ全土の伝統菓子
今回は抹茶でアレンジして中村製餡所さんの
つぶあんと合わせます。
あんこはご注文をいただいてからサンドします。

●タルトショコラ
HANAKAGOさんスペシャリテのチョコレートタルト。

●チーズサブレ

●クロックムッシュ
フランスのカフェにおける伝統料理
食パンを使い、HANAKAGOさん自家製ベシャメルソース、
パストラミポーク、モッツァレラチーズで焼き上げました！

●干菓子
ゼリー菓子
カラキ落雁

●Salty Nuts
Bacon smoked と Roasted nutsです。

お菓子缶セット
¥6,000（税込）

［２名様 ドリンク代込 ］

今回のプティフールはこちら

HANAKAGO さんのプティフールを中心に、 善良房さんの干菓子、
Groovy Nuts さんの Salty Nutsをお楽しみください。

 ※都度少しづつ内容が変わりますので、写真とは内容が異なる場合がございます。



お車を運転してお帰りの方、 20 歳未満の方の飲酒はご遠慮ください。
価格はすべて税込表示となっています。 お一人様 1ドリンク以上のご注文をお願い致します。 

Please order at least one drink per person. There is a sur-charge, if you require a straw.

Alcohol

Moet & Chandon Brut Imperial mini 200ml  ¥2,800

CHARLES HEIDSIECK 
BRUT RESERVE half 375ml ¥ 6,000

Salty Nuts ¥500

本日のハイボール ¥950～

ハイボールとナッツのセット ¥1,400



Take Out Menu

Kaikadoブレンドコーヒー ¥700
Kaikado Hot Coffee

【数量限定】アイスコーヒー ¥750
Iced Coffee

【数量限定】カフェオレ ¥750
Cafe Au Lait　　オーツミルク変更（oat milk）  ＋￥200

【数量限定】本日のアイスティー ¥750～
Today's Iced Tea

アイス抹茶ラテ ¥800
Iced Matcha Latté

水出し緑茶（ノーマル・ゆず・山椒） ¥750
Iced Shaken Green Tea

　＋EN TEAボトル ¥770

もなか ¥450
Wafer cake filled with red bean jam

あんがさね ¥920
Anko Sandwich Cookies

Coffee /  Tea

Sweets




