GOOD MORNING
全メニュー
スープ＆選べるドリンク付き

▶ 11:00

国産小麦と天然酵母のこだわり厚切り食パンを使用

ピザ風トースト

750

（税込 ¥825）

ピザソースにフレッシュトマト、野菜とサラミが入った
みんな大好きピザ風味のトーストです
※タバスコご用意しております

エッグマヨトースト

海老チーズトースト

750

（税込 ¥825）

ぷりぷりのエビとピリ辛マヨネーズが隠し味の当店オリジナル
トースト、フレッシュトマトの酸味がアクセントになった
自信作です

750

（税込 ¥825）

たまごとマヨネーズの最高コンビをトーストする事で
濃厚とろりとした食感に、黒胡椒のスパイスがたまご
の風味をより引き立たせます

クロワッサン

750

（税込 ¥825）

フランス産のバターと小麦粉を使用したビッグサイズの
クロワッサンです

当店は自家焙煎！新鮮なコーヒーをお楽しみください

DRINK SET

お好きなドリンクをお選びください

○コーヒー（HOT/ICE)

○アメリカン（HOT)

○カプチーノ（HOT/ICE)
○ホットティー（ミルク / レモン )
○ミルク（HOT/ICE)

○カフェラテ（HOT/ICE)
○アイスティー（ミルク / レモン )
○コーラー / ジンジャエール

○100% ジュース（オレンジ / りんご / ぶどう）
※モーニングメニューはなくなり次第終了いたします

※ドリンクをおかわりされる際は単品価格となります

━ ALL TIME ━

FOOD
SET CONTENT
サンド + スープ + サラダ +
キッシュ + 選べるドリンク

海老アボカドサンドセット 1,350（税込 ¥1,485）
単品 850（税込 ¥935）
ぷりぷりの海老とアボカドの最高
コンビサンド！トロリとした濃厚なアボカドの食感と海老＆
たまごの旨味が存分に味わえます

てりやきサンドセット

1,350（税込 ¥1,485）

海老たまごサンドセット 1,250（税込 ¥1,375）

ハムサンドセット

1,350（税込 ¥1,485）

熊野牛サンドセット

単品 850（税込 ¥935）
甘辛く照り焼きした国産鶏肉に
たまごと野菜のサンドイッチ、隠し味のタルタルソースがたまご
の味を引き立て、照り焼きソースと混ざり後を引く美味しさです

単品 850（税込 ¥935）
きゅうり、にんじん、レタスの
たっぷり野菜の中にハムの塩気とたまごが合わさり、ボリューム
満点だけどヘルシーさもある隠れ人気サンドイッチです

単品 750（税込 ¥835）
ぷりぷりのガーリックシュリンプと
ふわふわに焼き上げたたまごとの相性バツグン！
たまごの甘さとピリ辛マヨネーズソースが後を引く美味しさです

1,580（税込 ¥1,738）

単品 1,080（税込 ¥1,188）
紀州ブランド熊野牛を玉ねぎ
と生姜を使ったタレで焼き上げ、お肉も野菜もたっぷり入って
ボリューム満点、ピリ辛のコチュジャンだれがアクセント！

※単品サンド

+300（税込￥330）でセットドリンクにできます

SET DRINK
○コーヒー（HOT/ICE)
○アメリカン（HOT)
○カプチーノ（HOT/ICE)
○カフェラテ（HOT/ICE)
○ホットティー（ミルク / レモン )
○アイスティー（ミルク / レモン )
○ミルク（HOT/ICE)
○コーラー / ジンジャエール
○100% ジュース（オレンジ / りんご / ぶどう）

SET
SWEETS

ALL +250

（税込 ¥275）

内容は卓上メニュー
をご覧ください

※注文をお受けしてからお作りしますのでお時間いただきます ※ドリンクをおかわりされる際は単品価格となります

11:00▶14:00

LUNCH

HATSUGANO PLATE SET

━ はつが野プレートセット ━

数量
限定

当店はお料理やドレッシング、
すべて手作りで提供しています

旬の野菜をたっぷり使用した自家製の前菜にはキッシュ＆
蒸し鶏などボリュームたっぷりのプレートです
※前菜プレートのメニューは季節により変更となります、詳しくはスタッフにお尋ねください

前菜プレート + サンド or パン + スープ + 選べるドリンク

野菜たまごサンド

ガーリックフランス

1,600（税込 ¥1,760）

1,450（税込 ¥1,595）

ハーフ 1,400（税込 ¥1,540）

柔らかいソフトタイプのバケットを使用

野菜の味を引き立てる卵やハムも
加えてボリュームたっぷり且つ
ヘルシーなサンドイッチです

国産バターたっぷり塗り一口目から溢れるほど
のバターとガーリックの風味が広がります

※選ぶパンによりプライスが変わります

KIDS MENU

キッズメニュー：アイス＆ジュースつき！
オレンジ / りんご / ぶどう ジュースから選んでね

ピザトースト

タルタルトースト

ハムチーズトースト

550（税込 ¥605）

550（税込 ¥605）

550（税込 ¥605）
※キッズメニューはなくなり次第終了いたします

━ ALL TIME ━

FRUITS SAND

ミックスフルーツサンド

800（税込 ¥880）

いちご・パイン・オレンジ・バナナ・キウイに
ホイップクリーム＆カスタードクリームをサンド

バナナキャラメルサンド

700（税込 ¥770）

バナナとホイップクリームをサンドして
自家製キャラメルソースをたっぷりかけました

SET CONTENT

+ 500

スープ + サラダ +
キッシュ + 選べるドリンク

（税込 ¥550）

SET DRINK

○コーヒー（HOT/ICE)

○アメリカン（HOT)

○カプチーノ（HOT/ICE)

○カフェラテ（HOT/ICE)

○ホットティー（ミルク / レモン )

○アイスティー（ミルク / レモン )

○ミルク（HOT/ICE)

○コーラー / ジンジャエール

○100% ジュース
（オレンジ / りんご / ぶどう）
※ドリンクをおかわりされる際は単品価格となります

SWEETS PLATE

14:00 ▶

+ 300（税込 ¥330） でドリンクセットにできます

彩りプレート

1,280（税込 ¥1,408）

彩りプレートアフタヌーンティーセット 1,680（税込 ¥1,848）

彩りプレート + ハムとたまごのトーストサンド
こだわりたまごのカスタードプリンをクレープでやさしく包みました
しっとりふわふわシフォンケーキに旬のいちごと季節のフルーツを添えて、バニラアイスをトッピンクしています

※注文をお受けしてからお作りしますのでお時間いただきます

CHIFFON CAKE

━ ALL TIME ━

シフォンケーキは「プレーン」「チョコ」どちらかお選びいただけます

ストロベリー

550

（税込 ¥605）
しっとりふわふわシフォンケーキに
ホイップクリームをサンド、和歌山
限定品種まりひめいちごをたっぷり
と使用、国産いちごで手作りした
濃厚いちごソースを添えています

フルーツミックス

550

（税込 ¥605）
しっとりふわふわシフォンケーキに
ホイップクリームをサンド
「当店イチ押し！」季節のフルーツ
をたっぷりと使用しています

バナナ＆チョコ

550

（税込 ¥605）
カカオの香り高いチョコレートを
使用したしっとりふわふわチョコ
レートシフォンがおすすめ！
完熟バナナと最高の組み合わせです

○コーヒー（HOT/ICE)

SET DRINK

+ 300（税込 ¥330）

○アメリカン（HOT)

○カプチーノ（HOT/ICE)

○カフェラテ（HOT/ICE)

○ホットティー（ミルク / レモン )

○アイスティー（ミルク / レモン )

○ミルク（HOT/ICE)

○コーラー / ジンジャエール

○100% ジュース
（オレンジ / りんご / ぶどう）

※注文をお受けしてからお作りしますのでお時間いただきます ※ドリンクをおかわりされる際は単品価格となります

Parfait Fair

14:00 ▶

期間
限定

メロンパフェ

1,600（税込 ¥1,760）

オーナーのイチ押しパフェ！
メロンの器にバニラアイスクリームとかき氷
旬のメロンを丸ごと味わえる、ひんやり贅沢
なパフェです

期間
限定

ストロベリークロワッサン

450（税込 ¥495）

フランス産バターと小麦粉のリッチな風味のクロワッサンを当店で焼きあげ
ホイップクリームといちごをたっぷりトッピングしました

フルーツパフェ 1,200（税込 ¥1,320）
パフェ人気 No.１季節のフルーツをたっぷり使い
バニラビーンズ入りバニラアイスがアクセント
※季節によってフルーツが変わります

プリンパフェ

マンゴーパフェ

1,400（税込 ¥1,540）

タイ産完熟マンゴーを丸ごと一個使用した贅沢なパフェ
果肉の香りとなめらかさをお楽しみいただけます

1,100（税込 ¥1,210）

自家製こだわりたまごのカスタードプリン
季節のフルーツをたっぷりと使いました
ボリューム満点パフェです

キャラメルバナナパフェ 800（税込 ¥880）
お子様に大人気のパフェ！
バナナとチョコアイス、ホイップクリームに
自家製キャラメルソースをたっぷりかけました

+ 300（税込 ¥330） SET DRINK できます

DRINK
はつが野テラスのコーヒーは自家焙煎
風味が落ちないよう、少しずつ頻繁に焙煎することで、いつでも新鮮な美味しいコーヒーをご用意しています

COFFEE
★コーヒー（HOT/ICE)

430（税込 ¥473）

★アメリカン（HOT)

430（税込 ¥473）

★カプチーノ（HOT/ICE)

450（税込 ¥495）

★カフェラテ（HOT/ICE)

450（税込 ¥495）

コーヒー豆販売しております

TEA
★ホットティー（ミルク / レモン )

430（税込 ¥473）

★アイスティー（ミルク / レモン )

430（税込 ¥473）

※ホットティー「単品」ご注文はティーポットで約２杯分お楽しみいただけます

オレンジティー（フレッシュフルーツ入）

550（税込 ¥605）

NEW
ITEM

SOFT DRINK
TOPPING

★コーラー

400（税込 ¥440）

★ジンジャエール

400（税込 ¥440）

★オレンジジュース

400（税込 ¥440）

★りんごジュース

400（税込 ¥440）

ホイップ

80（税込 ¥88）

★ぶどうジュース

400（税込 ¥440）

アイスクリーム

100（税込 ¥110）

★ミルク（HOT/ICE)

450（税込 ¥450）

FRESH JUICE
バナナジュース

500（税込 ¥550）

オレンジジュース

500（税込 ¥550）

SWEETS SET

+ 300（税込 ¥330）
でお好みのスイーツと★マーク
のドリンクをセットにできます

