
・ブレンドコーヒー ……

・アイスコーヒー

・ココア (HOT/ICE)

・カフェラテ (HOT/ICE)…

・カフェモカ (HOT/ICE)

・コカ・コーラ …………

   　　

・スプライト

・カルピス

・カルピスソーダ

・メロンソーダ

・メロンカルピスソーダ

・オレンジジュース

・アップルジュース

★ フロートは上からお好きな冷たいドリンクをお選びください ￥650 ★

￥300 ￥300

￥350

DRINK MENU
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Blend coffee

iced coffee

cocoa

Cafe Latte

Cafe mocha
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Sprite

Calpis

Calpis soda

Melon soda

Melon calpis soda

Orange juice

Apple juice

Coca-cola

コーヒーの旨味味わえる本格派
Authentic school where you can

・ブルーキュラソー ……

・レモンジンジャー

・グリーンアップル

・ピンクグレープフルーツ

￥350

Blue curacao

Lmon ginger

Green apple

Pink grapefruit

Float  ☞  Choose from your favorite cold drinks

taste the taste of coffe.



//Best Recommended//

天橋立プリン

トロっとした食感とバニラビーンズがたっぷりで

とっても濃厚なお味です。

Smooth texture and plenty of vanilla beans

It is a very rich taste.

Amanohashidate Pudding

One for 400 yen1 本￥400
6 本セット￥2,400 Set of 6  2,400 yen

FOOD MENU

★　マークのフード商品とお飲み物のセットで 50 円引き★

50 yen discount on food products and drinks set
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　若鶏の唐揚げ …… 5 個￥400

　揚げたこ焼き …… 5 個￥400

　チキンナゲット … 5 個￥400

　フランクフルト … 1 本￥350

Fried chiken 5 pieces 400 yen

Fraied takoyaki 5 pieces 400 yen

Chiken nugget 5 pieces 400 yen

Frankfurt One 350 yen

ジャンボフランクドッグ … ￥550

ポテサラドッグ …………… ￥450

プレーンドーナツ ………… ￥250

Jumbo frank hot dog One 550 yen

Potato salad hot dog One 450 yen

Plain donut One 250 yen

The taste of milk is rich and simple,

 and it seems to be loved by all ages.

Please choose either waffle cone or cup.

牧場のソフトクリーム
Soft cream

Either waffle cone or cup     450yen

コーン・カップどちらでも　　　￥450

丹後ジャージー牧場ミルク工房そら直送！

ミルクの味は濃厚でもあっさり？

老若男女みんなに愛されるお味。

コーンかカップお好きな方どうぞ！



Drink
・クラムチャウダー ……… \450

・コーンポタージュ

Clam chowder

corn potage

Amazake
・甘酒 ……………………… \300

Food

・まっちゃココアラテ …… \350

Matcha cocoa latte

  … \500

This is a sweet type of 

sake called Amazake.

 Topping matcha cream 

 and cocoa powder on cocoa.

//Limited time menu//

crab cream croquette hot dog

・カニクリームコロッケロール

Perfect for 
sweet lovers.

・パンケーキサンド　…￥500

Pancake sandwich


