
共に過ごそう。
泣いてもいい、こぼしちゃってもいい、心配しないでも大丈夫。

スタッフも周りの方々もみんな通ってきた道。いつでも共にいます。

親子カフェ

中学生以上はワンオーダー以上のご注文をお願い致します

CAFE 13:30 – 16:30

L.O. sweets 15:45 , drink 16:00

kp.cotton



過ごし方

①お子さま用の下記の飲食物に関してはお持ち込みOKです
・アレルギー対応食・離乳食
・水分補給(お茶など)・補助食としてのおやつ(ボーロなど)

※メニューの食物アレルギーに関してはスタッフにお尋ねください

②カフェのご利用を終える際にスタッフにお声かけください

③おむつ替えはカフェの外の所定の場所でお願い致します

メニューのお写真はこちらから

中学生以上はワンオーダー以上のご注文をお願い致します
個別会計をご希望の場合は、ご注文時にお申し付けください

※cottonお帰りの際に受付レジにてご提示頂く
「カフェご利用の証明書」をお渡しします

ご利用の皆様へ



蒸しパン - 大人＆キッズドリンク付き -

価格は税込み表記です

甘いふくぱんと季節の果物

選べる甘いふくぱんと季節の果物とクリームを添えて
690円

チョコチッププレーン 季節限定

① お好きな甘いふくぱんをひとつお選びください

② 大人＆キッズドリンクをひとつずつお選びください

- 大人ドリンク -

よりお選びください

Coffee

・祝島ブレンド
hot / ice

カフェインレス

・アールグレイ hot
・アイスティー ice

レモンorミルクorストレート

・祝島カフェインレス
hot / ice ・ゆずみつ

hot / ice / soda

・カフェインレス
アールグレイ hot
レモンorミルクorストレート

ドリップにお時間を頂きます

Tea

Soft drink

- キッズドリンク - ※氷無し

リンゴ ・オレンジ・グレープ

・ミルク・カルピス

・煎茶 hot / ice
まろやかな味わいとすっきりとした清涼感

Japanese Tea
煎茶堂東京オリジナル茶葉使用

・びわ茶 hot (ポット提供)

senchado_tokyo

追加の蒸しパン
１つ + 200円

ジェラートトッピング
ミルク・チョコ・季節限定フレーバーからおひとつ

蒸しパンおひとつと、大人＆キッズドリンクが1杯ずつのセットメニューです

+ 100 円

※ 選べるフレーバーは数に限りがございます。ご了承ください。

※容器別添え



蒸しパン - 大人＆キッズドリンク付き -

価格は税込み表記です

おかずふくぱんと自家製スープ

選べるおかずふくぱんと自家製スープ
660円

トマトチーズプレーン 季節限定

① お好きなおかずふくぱんをひとつお選びください

追加の蒸しパン
１つ + 200円

蒸しパンおひとつと、大人＆キッズドリンクが1杯ずつのセットメニューです

② 大人＆キッズドリンクをひとつずつお選びください

- 大人ドリンク -

よりお選びください

Coffee

・祝島ブレンド
hot / ice

カフェインレス

・アールグレイ hot
・アイスティー ice

レモンorミルクorストレート

・祝島カフェインレス
hot / ice ・ゆずみつ

hot / ice / soda

・カフェインレス
アールグレイ hot
レモンorミルクorストレート

ドリップにお時間を頂きます

Tea

Soft drink

- キッズドリンク - ※氷無し

リンゴ ・オレンジ・グレープ

・ミルク・カルピス

・煎茶 hot / ice
まろやかな味わいとすっきりとした清涼感

Japanese Tea
煎茶堂東京オリジナル茶葉使用

・びわ茶 hot (ポット提供)

senchado_tokyo

※ 選べるフレーバーは数に限りがございます。ご了承ください。

ジェラートトッピング
ミルク・チョコ・季節限定フレーバーからおひとつ

+ 100 円 ※容器別添え



プレート - 大人＆キッズドリンク付き -

価格は税込み表記です

プレート、大人＆キッズドリンクが1杯ずつのセットメニューです

sweetsプレート

自家製マフィンと選べるマカロン＆ジェラート

990円

② お好きな ジェラート をひとつお選びください

③ 大人＆キッズドリンク をひとつずつお選びください

- 大人ドリンク -

よりお選びください

Coffee

・祝島ブレンド
hot / ice

カフェインレス

・アールグレイ hot
・アイスティー ice

レモンorミルクorストレート

・祝島カフェインレス
hot / ice ・ゆずみつ

hot / ice / soda

・カフェインレス
アールグレイ hot
レモンorミルクorストレート

ドリップにお時間を頂きます

Tea

Soft drink

- キッズドリンク - ※氷無し

リンゴ ・オレンジ・グレープ

・ミルク・カルピス

・煎茶 hot / ice
まろやかな味わいとすっきりとした清涼感

Japanese Tea
煎茶堂東京オリジナル茶葉使用

・びわ茶 hot (ポット提供)

senchado_tokyo

抹茶ﾐﾙｸﾃｨｰ 季節限定

① お好きな マカロン をひとつお選びください

更にジェラート追加もOK
ひとつ + 100円

自然派菓子工房
NeiGe

ﾁｮｺﾚｰﾄ朝搾りﾐﾙｸ 季節限定

※ 選べるフレーバーは数に限りがございます。ご了承ください。

甘さ控えめの自家製マフィンと
安心素材のスイーツの盛り合わせプレートです

1日限定10皿



価格は税込み表記です

① お好きな ジェラート をひとつお選びください

② 大人＆キッズドリンク をひとつずつお選びください

- 大人ドリンク -

よりお選びください

Coffee

・祝島ブレンド
hot / ice

カフェインレス

・アールグレイ hot
・アイスティー ice

レモンorミルクorストレート

・祝島カフェインレス
hot / ice ・ゆずみつ

hot / ice / soda

・カフェインレス
アールグレイ hot
レモンorミルクorストレート

ドリップにお時間を頂きます

Tea

Soft drink

- キッズドリンク - ※氷無し

リンゴ ・オレンジ・グレープ

・ミルク・カルピス

・煎茶 hot / ice
まろやかな味わいとすっきりとした清涼感

Japanese Tea
煎茶堂東京オリジナル茶葉使用

・びわ茶 hot (ポット提供)

senchado_tokyo

ﾁｮｺﾚｰﾄ朝搾りﾐﾙｸ 季節限定

※ 選べるフレーバーは数に限りがございます。ご了承ください。

苺とダブルクリームのミルフィーユ

～自家製のスイーツ＆選べるジェラートの盛合せ

取り分けができるように大き目サイズでパイ生地を焼き上げています。

生クリームとカスタードの２種類のクリームをミルフィーユ仕立てにしたスイーツです。

トップには旬の苺を盛り付けており、特製の果物ソースで最後までさっぱりと召し上がれます。

更にジェラート追加もOK
ひとつ + 100円

四季プレート

冬の季節限定 menu

スイーツ、大人＆キッズドリンクが1杯ずつのセットメニューです

1日限定10皿

990円



ジェラート好きの為のパフェ

いちごのパフェ

季節のジェラートと果物を使用。旬の素材を楽しんで。

価格は税込み表記です

680円

冬季限定 menu

GerateriaKurakichiの人気メニュー朝搾りミルクといちごのジェラートを使用。

いちごのシロップ＆グラニテ（シャーベット状の氷菓）は手作りしています。

いちごのジェラート・グラニテ・シロップが味わえる、いちごづくしのパフェ。

GerateriaKurakichiのジェラートを使用をしたオリジナルパフェ

チョコパフェ

カカオソルベを使用。コーヒーのグラニテと共にバナナを添えて。

650円
GerateriaKurakichiのカカオソルベと朝搾りミルクのジェラートのパフェ。

カカオソルベはパフェと合うようにカカオ分を特別に調整して頂きました。

手作りの祝島コーヒーのグラニテ＆果実のシロップとの相性も抜群です。

ビター＆スイートを両方味わえる、大人向きのパフェ。

ドリンクはセットになっていない単品のメニューです



生産者紹介

自然派菓子工房
NeiGe

蒸しぱん

周南市銀南街の天然酵母の蒸しパン専門店「ふくぱん」とコラボ。

北海道の専門店で勉強された中村さんが、卵・油・乳製品不使用の

国産小麦を使用した生地で自らつくる、お子さまにも安心のおやつ。

色々なフレーバーからお好みのものをお子さんとご一緒にお選びください。

マカロン

防府市の自然派菓子工房NeiGe(ネージュ)。

食材は全て無添加で無着色、香料を一切使用しない優しいマカロン。

パティシエ福本さんが本場フランスで虜になった本物のマカロンご賞味ください。

fukupanpan

neige_macaron

ジェラート

周南市銀南街のGerateriaKurakichiのジェラートとコラボ。

北海道とイタリアで勉強されたオーナー藤井さんのふるさと、周南市和田にある

藤井牧場の新鮮で美味しい牛乳を使用したジェラートは安全安心のこだわりの逸品。

kurakichi.yamaguchi

東京都銀座で創業した日本全国のシングルオリジン煎茶専門店

「煎茶堂東京」のお茶を使用しています。現代のライフスタイル
に合わせて新たな形で提案された「煎茶」をお楽しみください。

senchado_tokyo

珈琲
祝島にある自家焙煎珈琲の岩田珈琲店。

特別焙煎のおだやかな苦味と豆の香りを活かした

中煎りのブレンドで酸味と苦味のバランス良い風味。

びわ茶
祝島の太陽の陽射しをたっぷり浴びた無農薬の

びわの葉からつくられておりノンカフェインなので

妊婦さんも小さなお子さんにもお勧めです。

～ 瀬戸内海に浮かぶ自然豊かな祝島のドリンク ～

煎茶（せんちゃ）

国内外から注目を集めている

※ シングルオリジン＝単一農園・単一品種の品種茶

※ 煎茶(せんちゃ)＝茶葉を蒸して揉みながら乾燥させた緑茶


